
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

中部 ヘルシンキ 080/079 運休 1/31まで 2022年2月より週2便にて運航予定

中部 台北 127/128 運休 9/30まで

小松 台北 157/158 運休 -

BX エアプサン LCC 中部 プサン 131/132 運休 10/30まで

上海 406/405 運休 10/30まで

160/159 運休 10/30まで

760/759 運休 10/30まで

151/150 運休 11/01まで

155/154

静岡 台北 169/168 運休 12/31まで
富山 台北 171/170 運休 12/31まで

533/532 運休 9/30まで

539/536 運休 9/30まで

台北・香港 531/530 運休 9/30まで

上海 380/379 運休 10/28まで

広州 6056/6055 運休 10/28まで

大連 620/619 運休 10/28まで

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 10/30まで

南京 1602/1601 運休 10/30まで

台北 821/822 運休 10/30まで （台北）成田 週2便、羽田 週5便運航

上海 883/884 運休 10/30まで

天津 841/840 運休 10/30まで

ホノルル 794/793 運休 10/30まで

744/743 運休 9/30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 - 羽田発（月水金土日）の週5便 運航

292/291 運休 10/31まで
720/719 運休 10/30まで
上記以外 運休 10/31まで

北京 744/743 運休 10/31まで

121/122

123/124 運休 11/30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
10/30まで成田発（水金日）、関空発（金日）運航

10/31～3/26　成田発（火水金日）、関空発（月木金土
日）、1/2～羽田発（水金日）運航予定

TW ティーウェイ航空 LCC 中部 ソウル 238/237 運休 10/30まで

136/137 運休 －

172/171 運休 －

ホーチミン 341/340 運休 10/30まで

ハノイ 347/346 運休 10/30まで

XJ タイ・エアアジアＸ LCC 中部 バンコク 639/638 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
5037/5036
5043/5042

1607/1608 運休 10/31まで

1601/1602 運休 10/30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

9/30まで成田発 週3便、10/1～週4便、10/31～毎日運航予定、
関空発 10/1～週3便にて運航、その後、増便予定

AY フィンエアー

SQ シンガポール航空

中部

LCC

ユナイテッド航空

JL

PR

OZ

9/30までは毎週（水土）の週2便運航

中部

中部

中国東方航空

中部

アシアナ航空

KE

フィリピン航空

ソウル

MU

（ホノルル） 10月（羽田） 週3便、（成田） 週1便、
9月（羽田） 週2便、（成田）運航なし

大韓航空

日本航空

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

10/30まで（木日） の週2便 運航
10/31～3/26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）

9/30まで（月水金）の週3便 運航
成田発着 毎日、羽田発着（月水金日）の週4便、関空発着 毎日

福岡発着（水金日）の週3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

ソウル

成田発着（704/703） 毎日、関空発着（724/723）（水木）の週2便 運航

※10月のフライトは全て欠航、11月は毎週（金）の週1便 運航予定

437/438

-

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

10/30まで（水土日）の週3便 運航 　　 

9/30まで（521/520） （火木土）週3便
※関空発着（507/506） （水土）週2便運航

BR エバー航空

中部

中国国際航空

TG

UA

VN

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

7C
  関空発着 1301/1302（日） ※10/10運休 、

成田発着1105/1106（土）週1便運航

チャイナエアライン
中部

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　〈2021年9月22日現在〉

CA

CI

CX

CZ

DL

HO

航空会社 ◆国際線①◆

北京

デルタ航空

中部

中部

中部 関空発着　上海 1334/1333　（火）週1便にて運航

9/22（水）、10/6（水）、20（水） 運航

中部キャセイパシフィック航空

中部

中国南方航空

上海吉祥航空

中部

中部

5037/5036 （火）10/30迄、（5043/5042（土）10/1～10/30迄）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。

HAN発NRT着（VN311）は9月～3月　毎週（木）
SGN発NRT着（VN301）は9月～3月　毎週（火）

※日本国籍の方用の成田発特別便は
お問い合わせ下さい

チェジュ航空

タイ国際航空

グァム 成田発着 197/196 毎日運航

ベトナム航空

ソウル中部



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 11/03まで

成田 ドバイ 319/318

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 －

デンパサール 883/882 運休 －

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
5050・5054

/5059

関空 マニラ
765/764
825/828

発着空港 路線 運休日

461 07:30/09:15

463 17:20/19:05

462 10:55/12:40

464 20:40/22:25

中部 仙台 491 13:20/14:35

仙台 中部 492 15:15/16:25

中部 那覇 481 08:30/10:50

那覇 中部 482 11:35/13:50

中部 石垣 487 15:20/18:00

石垣 中部 488 18:45/21:15

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

※481 07:30/10:00

483 10:15/12:45

485 17:00/19:30

※482 10:40/12:40

484 13:25/15:25

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9/21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。

GA

航空会社 ◆国内線◆

航空会社 ◆国際線②◆

スケジュール

★★★　Peach（ピーチ）★★★

10/26まで765/764（月）、10/30まで825/828（土）の週2便 運航

羽田発（金日） 週2便運航

エミレーツ航空

10/30まで

※MM482は12/24～1/10の期間運航

（増便）中部

関西
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）

10/30まで5059/5050（水・金）、10/25jまで5059/5054（日）の週3便 運航

12/25まで成田（土）発、オークランド（木）発にて　週1便運航

5J

（水金日）発　週3便運航

（火水木金土）発　週5便運航

関西

ガルーダインドネシア航空

セブパシフィック航空

（火木金土）発　週4便運航EK

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）

※MM481は12/24～1/10の期間運航

ベトナム首都ハノイ、外出禁止措置解除　　（日本経済新聞　9/21付）
ベトナムの首都ハノイ市は20日、7月24日から続けている不要不急の外出禁止措置を21日午前6時に解除することを決めた。市内の新型コロナウイルスの新規感
染者が大幅に減少しているため。市民に外出自粛は求めるものの、飲食店などからのデリバリーや理髪店の営業などを認める。ハノイでの20日の新規感染者は9
人だった。外出禁止措置が始まって以降、新規感染者は1日平均50人程度で、厳格な移動制限の継続により足元では一段と減少していた。レストランでの飲食や
ショッピングモールの営業は引き続き認められないが、これまで移動時に必要だった「通行証」は不要になり、市は感染者がいる封鎖地域を最小範囲にする方針
だ。ベトナム全体で20日に確認された新型コロナの新規感染者は8681人。1日当たりの感染者としては過去1カ月で最も少なかった。ただ、流行の中心地である最
大都市のホーチミン市の新規感染は1日当たり5千人を超えており、厳格な外出禁止措置が続いている。国内全体でワクチン接種を完了した人は全体の7%程度に
とどまっている。ワクチン調達は大幅に遅れており、全土での本格的な経済再開には時間がかかる可能性がある。

米、入国にワクチン接種義務　地域別の制限は撤廃　　（日本経済新聞　9/20付）
バイデン米政権は20日、米国に入国する外国人に新型コロナウイルスワクチンの接種を11月から義務付けると発表した。欧州などに課してきた入国禁止措置は取
りやめる。日本を含むすべての外国人旅行客に適用する。ワクチンが普及してきたのに伴い、水際対策を見直す。外国人の入国者には米国行きの飛行機に乗る
前に、ワクチンの接種を終えた証明書を示すよう求める。入国後の自己隔離は必要ない。入国要件として認めるワクチンは、米疾病対策センター（CDC）が今後決
める。出発前3日以内の陰性証明も引き続き必要だ。ワクチン接種を終えていない米国人が海外から米国に入国する際には、出発前1日以内の陰性証明を求め
る。一方で国・地域別に導入してきた入国制限はやめる。欧州域内の出入国管理を廃止したシェンゲン協定加盟国や、英国、中国、インドなどに過去14日間以内
に滞在した外国人は入国を禁じていた。日本人にとっては米国を訪れるときに陰性証明に加えてワクチンの接種証明も必要になる。欧州など禁止対象だった国・
地域に住む人たちは、接種証明があれば米国を再び入国できるようになる。ワクチンの普及に伴い、接種を条件に入国規制を緩める国が増えている。米国内では
航空会社や観光業界から、ワクチン義務化と入国制限の緩和を求める声が高まっていた。欧州連合（EU）や英国なども米国に規制緩和を働きかけていた。

（増便）千歳

10/31～3/26

新千歳

中部

新千歳

中部

（増便）中部

（増便）仙台

仙台

中部

中部

新千歳

※9/21、22、28～30
10/6、13、20、27

※9/21、22、28、29

※9/21、22、24～25、28～30
10/毎週（火水木）

（増便）中部

（増便）那覇

那覇

中部

英国規制緩和へ　接種完了で日本も隔離不要　　（日テレNEWS　9/19付）
イギリス政府は１７日、新型コロナウイルスの流入を防ぐために行ってきた水際対策を来月から緩和すると発表しました。ワクチン接種を完了していれば日本から
渡航した場合も隔離が不要となります。 ロンドンを含むイングランドでは、来月４日から感染状況が特に深刻と判断した「レッドリスト」の国をのぞき、入国時の規制
が緩和されます。日本については、ワクチンの接種を完了していれば、これまで義務づけられてきた渡航前の検査や、到着後１０日間の隔離が免除されます。た
だ、イギリスに入国後２日以内に検査を受けることは、引き続き求められます。イギリス政府はこれまで、ＥＵ（＝ヨーロッパ連合）の加盟国やアメリカなど一部の国
で発行された接種証明しか認めてきませんでした。今回の緩和では、日本をはじめオーストラリアや韓国など１７の国と地域で発行される接種証明を新たに認めて
いて、イギリス政府は打撃をうけた旅行業界などの立て直しを図りたい考えです。



フィンエアー、2021年冬期スケジュールを発表　～成田、関空線を増便。名古屋線は2月に運航再開へ～
(フィンエアープレスリリース　9/16付)

フィンエアーグループ（本社：フィンランド・ヘルシンキ、代表取締役兼CEO：トピ・マンネル、IATAコード＝AY、以下フィンエアー）は、新型コロナウィルスのワクチン
接種完了者の割合が伸び続け、一部市場においては規制緩和により旅行の需要が戻りつつあるという状況を鑑み、2021年冬期スケジュールにて日本を始めとす
るアジア、北米路線を中心に運航再開および便数の増便を決定いたしました。日本発着路線については、夏期スケジュールにて週3便（10月からは週4便）で運航
中の東京（成田）‐ヘルシンキ線を週7便のデイリー運航に増便するほか、10月から運航再開を予定している大阪（関西）‐ヘルシンキ線を冬期スケジュール期間内
に段階的に週3便から週7便へと増便。運休中の名古屋（中部）‐ヘルシンキ線は2022年2月に週２便で運航再開となります。その他アジア路線ではソウル、バンコ
ク線がデイリー運航となり、香港、シンガポール各線もそれぞれ増便いたします。北米路線はニューヨーク線をデイリー運航するほか、シカゴ線、ロサンゼルス線、
マイアミ線をそれぞれ週3便で運航いたします。更にヘルシンキ発着以外では、ストックホルム（スウェーデン）とロサンゼルス、ニューヨーク、マイアミ、バンコク、
プーケットを結ぶ直行便をそれぞれ運航する予定です。ヨーロッパ路線では主要都市となるアムステルダム、ミュンヘン、デュッセルドルフ、ベルリン、フランクフルト
などに毎日2便、ロンドンとパリにはそれぞれ毎日3便運航いたします。ロシアやバルト三国の路線ではサンクトペテルブルク線の増便、タリン、リガ、ヴィリニュス線
では毎日複数便を運航。冬期路線としてポーランドのクラクフ、グダンスクへの運航も予定しています。ホリデー路線として人気のスペイン路線では、マラガ、カナ
リー諸島、マドリード、バルセロナ線を増便いたします。ウインターシーズンに人気が高いフィンランドのラップランド路線では、ロヴァニエミ、キッティラに毎日４便、
クーサモには毎日2便運航し、日本便との接続もスムーズです。フィンエアーのチーフ・コマーシャル・オフィサーであるオーレ・オルベールは次のように述べていま
す。「旅行需要が回復しつつある中で、当社の幅広いネットワークを再開することでお客様により良い乗り継ぎを提供できることを、非常に嬉しく思っています。当社
はまた、お客様にヘルシンキ空港での快適でスムーズなご旅行を体験していただくため、8月に再開したシェンゲンエリア内のフィンエアーラウンジに続き、ノンシェ
ンゲンエリア内のフィンエアーラウンジを10月初旬に再開することにいたしました。さらに機内食やドリンクサービスを一新し、北欧と各国のエッセンスを取り入れた
メニューをお愉しみいただけます。詳しいフライトスケジュールやその他の情報は公式サイトをご確認ください。」フィンエアーは、今後もヘルシンキを経由した充実
のネットワークで、日本と欧州を最短最速で結びます。

日本政府は9月17日、新たな水際措置を発表した。新型コロナウイルスの変異株である、いわゆるベータ株、カンマ株、デルタ株、イータ株、イオタ株、カッパ株、ラ
ムダ株、ミュー株の8種類を「水際対策上特に対応すべき変異株に指定する。また、44か国・地域を「水際対策上特に対応すべき変異株に対する指定国・地域」に
指定し、これらの地域から帰国・入国するすべての人に、検疫所長が指定する宿泊施設で3日間の待機を求める。指定された国・地域は、アフガニスタン、アラブ首
長国連邦（UAE）、アルゼンチン、インド、インドネシア、ウルグアイ、イギリス、エクアドル、カザフスタン、キューバ、ギリシャ、キルギス、コスタリカ、コロンビア、ザン
ビア、ジョージア、スペイン、スリナム、スリランカ、セーシェル、タンザニア、チリ、デンマーク、ドミニカ共和国、トリニダード・トバゴ、トルコ、ネパール、パキスタン、
パラグアイ、バングラデシュ、フィリピン、ブラジル、ベネズエラ、ペルー、ベルギー、ボリビア、ポルトガル、マレーシア、南アフリカ、ミャンマー、モザンビーク、モル
ディブ、リビア、ロシア（モスクワ市）。さらに、2か国・地域を「水際対策上特に対応すべき変異株以外の新型コロナウイルスに対する指定国・地域」に指定し、これら
の地域から帰国・入国するすべての人に、検疫所長が指定する宿泊施設で3日間の待機を求める。指定された国・地域は、ウズベキスタンとロシア（ハバロフスク
地方）。これにより、10日間と6日間の宿泊施設での待機対象となる国や地域はなくなった。これらの措置は、9月20日から実施する。

タイ国際航空、バンコク＝羽田路線を2022年1月1日から運航再開　　（タイランドハイパーリンクス　9/20付）
タイ国際航空（TG）は2021年9月17日、「2022年3月26日までの運航計画」を発表しました。発表によると、2022年1月1日より、バンコク＝羽田路線が再開。TG682便
とTG683便が週3便運航されます。　TG682　バンコク発 23:15  羽田着 6:55 翌日（火木土）　※2022年1月1日より運航　TG683　羽田 10:35発  バンコク 15:40着（水
金日）　※2022年1月2日より運航。また成田路線は週4便、関西路線は週5便、中部路線は週4便での運航となります。

イタリア、全ての就業者にワクチンの接種証明提示を義務化　欧州初　　（CNN.co.jp　9/17付）
イタリア政府は、全ての公的機関および民間企業の就業者にワクチンの接種証明、もしくは検査による陰性証明、回復証明の提示を義務化する政令を承認した。
同国のロベルト・スペランツァ保健相が１６日、記者会見で明らかにした。閣議決定された今回の政令は、国民に対して新型コロナワクチンの接種をさらに促進する
ことを目指したもので、１０月１５日に施行される。同保健相は、「これは職場をより安全にし、接種キャンペーンを強化するためのものだ」と説明。この政令について
「新たなシーズンに迎えるに当たって、ワクチンの接種を重要な鍵とする戦略」だと評した。政府の集計によれば同国では、１２歳以上の人口の約７５％がすでにワ
クチンの接種を完了している。今回の動きにより、かつて欧州における新型コロナ感染症の震源地となったイタリアは、欧州で初めてこうしたあからさまな規則を導
入する国となる。同国はすでに、医療従事者のワクチン接種を義務化。８月６日以降は、博物館や美術館といった文化施設、およびスポーツや興行イベントの会
場、テーマパーク、スパや屋内レストランなどに入場する際、グリーンカードの提示が必要となっている。また９月１日以降はこの規制が、国内線の空路、地域間の
鉄路および海路での移動においても適用される。グリーンパスは所有者のワクチン接種、４８時間以内に受けた検査の陰性結果、もしくは過去６カ月以内の治癒を
証明する。

宮古と下地島空港、ワクチン接種済証の提示でクーポン提供へ 10月から　　（Fly Team  9/17付）
宮古空港と下地島空港を擁する沖縄・宮古島市は2021年10月1日(金)から2カ月ほど、島外から到着した旅客がワクチン接種済証や PCR検査陰性証明の提示で
クーポン券を付与します。緊急事態措置の解除を想定し、感染対策への意識が高い観光客に特典を提供。クーポン券は、宮古島市内で感染対策に取り組む優良
店舗で、観光客を誘導します。これにより、水際対策の強化と安心・安全なまちづくりと同時に、観光客にも地元経済にメリットある取り組みを開始します。証明書を
掲示した協力者には、島内で使用できるクーポン券、特産品の当たる抽選券を配ります。クーポン券は1人500円券、計2万枚です。対象店舗は、宮古島市内の感
染症対策を実施する250店舗程度です。また、抽選券も2万枚を用意し、1人1枚配布し、500件ほどの賞品を用意します。クーポン券や抽選券配布の条件は、ワク
チン接種済証は接種が1回でも確認できれば対象です。また、PCR検査の陰性証明、抗原検査の陰性証明は72時間以内が対象です。いずれの証明でも、スマホ
などの写真にも対応します。

政府、水際措置を変更　6・10日間の待機対象国なくなる　　（TRAICY　9/18付）

ピーチ、21路線243便を減便　9月28日〜10月30日　　（TRAICY　9/16付）
ピーチ・アビエーションは9月16日、9月28日から10月30日にかけての追加減便を決めた。21路線の243便を減便する。これにより、9月の減便数は1,584便・減便率
は34％、10月の減便数は1,357便・減便率は29.1％となる。対象路線は、9月が大阪/関西〜札幌/千歳線、東京/成田〜札幌/千歳・福岡線の3路線。10月が大阪/
関西〜札幌/千歳・仙台・新潟・長崎・宮崎・鹿児島・沖縄/那覇線、東京/成田〜札幌/千歳・女満別・釧路・福岡・長崎・大分・宮崎・鹿児島・沖縄/那覇線、仙台・名
古屋/中部・福岡〜沖縄/那覇線、仙台〜札幌/千歳線、名古屋/中部〜石垣線。

韓国、日本を隔離免除国に　コロナワクチン接種で、10月1日から　　（TRAICY　9/18付）
韓国中央防疫対策本部は、隔離免除の適用除外国から日本を外すことを決めた。10月1日から実施される。韓国国内への新型コロナウイルスの感染者や、変異
株の流入を防ぐことを目的として行っていたもので、新たに除外国に2か国を追加し、日本を含む18か国を外した。これにより、日本から韓国へ渡航する新型コロナ
ウイルスのワクチン接種完了者は、隔離措置が免除される。

ベトナム航空、日本発ベトナム行き特別便の運航計画を更新　　（ロイター　9/17付）
ベトナム航空は、日本発ベトナム行きの特別便の運航計画を更新した。いずれも現在は週1便を運航している、東京/成田発ホーチミン行きを11月16日から週3便、
東京/成田発ハノイ行きを11月17日から週3便にそれぞれ増便する。また、大阪/関西発ホーチミン行きを11月18日から週2便、大阪/関西発ハノイ行きを11月21日
から週1便を運航する。11月15日までは東京/成田発ホーチミン行き、11月16日からは東京/成田発ホーチミン・ハノイ行きの各週1便を除き、ビジネスクラスとプレミ
アムエコノミーのみ販売する。機材はボーイング787-9型機かエアバスA350-900型機を使用する。ベトナム政府の指示により、日本国籍者を含む外国人の利用限
定で販売する。ベトナム国籍の人は、外国人専門家、投資家、高技能労働者などの家族を除き、原則として利用できない。1便あたり10名以上が利用し、ベトナム
民間航空局が当該便の着陸許可を与えた場合にのみ、運航する。
■ダイヤ：　VN301　東京/成田（10：55）〜ホーチミン（15：15）／火（9月21日〜11月15日）、水・土・日（11月16日〜）、VN311　東京/成田（10：35）〜ハノイ（13：55）／
水（9月22日〜11月15日）、VN311　東京/成田（10：35）〜ハノイ（14：35）／水・土・日（11月17日〜）、VN331　大阪/関西（13：25）〜ハノイ（16：35）／日（11月21日
〜）、VN321　大阪/関西（11：20）〜ホーチミン（14：40）／木・日（11月18日〜）

UNPLAN Shinjuku、ワクチン接種済み客のみ受け入れへ　旅館業法抵触か　　（TRAICY　9/17付）
UNPLAN Shinjukuは、新型コロナウイルスワクチンの接種完了者のみを宿泊客として受け入れる。9月15日から接種完了者のみ宿泊できるフロアを設け、10月15
日以降は少なくとも1回のワクチン接種を宿泊の条件とする。11月15日からは接種完了者のみを宿泊客として受け入れる。宿泊客にはワクチン接種証明の提示や
携帯を求める。接種対象ではない12歳以下は未接種でも受け入れる。UNPLAN Shinjukuでは、ワクチン接種会場の情報提供や、ワクチン未接種でも宿泊できる他
のホステルの紹介も行う。運営会社のFIKAでは、「全館コロナフリーの施設を目指します」としている。9月15日から11月15日までのチェックイン分を公式ウェブサイ
トから予約した宿泊客には、全店舗で使える500円クーポンを1泊につき1枚プレゼントする。一部の宿泊予約サイトからの予約でも、通常料金より1予約あたり500
円を割り引く。なお、旅館業法第5条（宿泊拒否の禁止）によれば、宿泊客が伝染病の疾病にかかっていると明らかに認められるときや、違法行為や風紀を乱す行
為をする恐れ、施設に余裕がない時や都道府県で条例で定める事由があるときを除き、宿泊拒否を禁止しており、業界関係者からは新型コロナウイルスの拡大を
機に、改正を求める声も上がっている。フロアを分けることや、ワクチン接種者のみへの割引に制約はない。



スペイン保健省は9月13日、危険国・地域リストに日本を追加した。9月14日時点で、日本からスペインへの入国の制限を課していないものの、今後、ワクチン接種
証明書や陰性証明書、快復証明書の提示を求めるようになる可能性もある。ワクチン接種証明書は、欧州医薬品庁（EMA）か世界保健機関（WHO）によって承認さ
れたワクチンを接種し、氏名や接種完了日、種類、接種回数、発行国、証明機関に関する情報を含んでいるものが認められる。陰性証明書は、到着72時間以内ま
でのPCR検査、48時間以内の欧州委員会（EC）が認める迅速抗原検出検査のいずれかの検査を有効とする。氏名、検査実施日、検査の種類、発行国の情報を含
んでいる必要がある。快復証明書は、医療機関が実施するPCR検査による最初の陽性結果から少なくとも11日後の証明書が有効となる。有効期限は検査実施日
から180日間。氏名、検査実施日、検査の種類、発行国の情報を含んでいる必要がある。

8月の訪日ベトナム人、19年比▲99.1％減の400人　年初8か月では▲93.4％減の2.24万人　（VIET JO　9/17付）
日本政府観光局(JNTO)が発表した統計によると、2021年8月の訪日ベトナム人の数は、コロナ禍以前の2019年同月比▲99.1％減の400人だった。1～8月期では、
2019年同期比▲93.4％減の2万2400人となった。2021年8月の訪日外国人の数は前年同月比で約3倍、2019年同月比では▲99.0％減の2万5900人。1～8月期では
前年同期比▲95.6％減、2019年同期比では▲99.2％減の17万3300人となった。ベトナムは、新型コロナの拡大により、日本政府による14日間の隔離・PCR検査の
実施、査証の効力停止などの対象となっている。国際的な人の往来再開に向けた段階的措置として、2020年7月29日からレジデンストラック、11月1日からビジネス
トラックの運用が開始されたが、1月14日以降は運用が停止されている。ベトナム人の日本からの入国については、陰性証明書の提出と入国後14日間の強制隔
離、その後14日間の自宅・居住地での健康観察・外出の差し控え等を行うこととされている。一方、2021年9月以降の一部路線では、一定条件を満たしたワクチン
接種者について、集中隔離期間を7日間、その後の健康観察期間を7日間とする旨の通達が発表されている。また、日本への直行便は9月も引き続き大幅な運休・
減便となっている。

ワクチン接種で入国時検疫隔離なし　バンコク、10月15日以降に延期　　（Newsclip．Be　9/16付）
新型コロナウイルスワクチンの接種を済ませた国外からの来訪者をタイ入国時の14日間の検疫隔離なしで受け入れるプログラムについて、バンコク都は当初予定
の10月1日開始を見送り、10月15日始動を目指す。ピパット観光スポーツ相とアサウィン・バンコク都知事が15日に協議し、開始の条件としていた都民の7割以上へ
の新型コロナワクチンの2度接種が実現できていないことから、延期を決めた。ピパット観光スポーツ相はフェイスブックへの投稿で、都知事や保健省、各方面の事
業者と定期的に会合を開き、15日の開始を目指し調整を急ぐ考えを示した。タイ政府は入国・帰国時にホテルなどでの検疫隔離を義務付けているが、基幹産業で
あるインバウンド観光の復活を目指し、新型コロナワクチンの接種が完了した外国人旅行者を検疫隔離なしで受け入れるプログラムを7月1日に南部プーケット県
で開始（プログラム名「プーケット・サンドボックス」）。これまでに南部スラタニ県（サムイ島、パンガン島、タオ島）、クラビ県（ピーピー島など）、パンガー県（カオラッ
クなど）などに拡大した。10月1日からは、バンコク、北部チェンマイ県（チェンマイ市など）、東部チョンブリ県（パタヤ市など）などで同様のプログラムを開始する予定
だった。「プーケット・サンドボックス」の利用者は7月1日の開始から9月14日までで3万2005人で、このうち91人が入国時の検査で新型コロナ陽性となった。感染者
と濃厚接触者はホテルで強制隔離となる。プーケット県で4月1日～9月15日に報告があった新型コロナ感染者（「プーケット・サンドボックス」を除く）は7449人。9月2
日以降は連日、1日の感染者数が200人を超えている。バンコクで4月1日～9月15日に報告があった新型コロナ感染者は33万1911人。8月には一時、1日の感染報
告が5000人を超えたが、9月14日は2788人、15日は2772人と減少傾向が鮮明になっている。

オランダ政府、日本をハイリスク国に指定　9月16日付け　　（TRAICY　9/16付）
オランダ政府は、日本を入国制限の対象となるハイリスク国に、9月16日付けで指定する。これにより、滞在許可を持つ人や特定の職業の人などの例外を除き、入
国が認められなくなる。ワクチンの接種を終えた人は例外として、オランダ政府が認めるワクチン接種証明書を所持していれば、入国が認められる。ワクチン接種
証明書を持つ人は、出発前のPCR検査は不要。在オランダ日本国大使館によると、日本の地方自治体で発行されたワクチン接種証明書は、オランダ政府が定め
る条件を満たすものと思われますが、航空会社により有効と認めるかどうかの判断が異なる可能性もあるとしている。

スペイン、日本を危険国・地域リストに追加　入国制限は現時点で行われず　　（TRAICY　9/15付）

オーストリア、日本を安全国・地域リストから除外　　（TRAICY　9/15付）
オーストリア政府は、日本を安全国・地域リストから除外した。9月15日以降、日本からオーストリアに入国する場合、ワクチン接種証明書を所持する人の隔離の不
要を継続するものの、ワクチン未接種者は入国目的によって、10日間の自己隔離が必要となる。出張などの職業上の目的で渡航する場合と、オーストリア政府が
接受する外交官は、ワクチン接種証明書や陰性証明書、快復証明書の提示により隔離免除もしくは、原則10日、最低5日の自己隔離が必要となる。ワクチン接種
証明書は、2回接種のワクチンは360日に有効期限を延長する。1回接種のワクチンは、これまでと同じ、270日に据え置く。

（フィリピン）政府、新型コロナワクチンの2022年のブースター接種へ準備開始　　（JETROビジネス短信　9/15付）
フィリピン政府の新型コロナウイルス対策省庁間タスクフォース（IATF-EID）は9月11日、ブースター接種用のワクチン取得に取り組んでいると発表した。2022年は
ワクチン供給に関して4,500万ドルの当初予算が割り当てられており、現在、4つのメーカーと2022年のブースター接種導入について交渉している。同タスクフォース
のガルベス大統領顧問は「今後数カ月以内にワクチン供給が増加するため、10月末または11月までに医療従事者へのブースター接種を開始できるかもしれない」
と述べた。一方、保健省（DOH）は10日、ブースター接種の導入は強力な証拠に裏打ちされるべきであり、本当にワクチンを必要としている人々に対して接種を進
めるべきと考えている世界保健機関（WHO）を支持すると表明した。WHOは、ブースターショットを実施する前に、一定程度の割合まで国民が1回目の接種している
状況にするべきと、フィリピン政府に助言したという。政府は9月11日、9月から10月の間に大量のワクチンが到着した場合、一般国民への接種ができるようになる
との見方を示した。フィリピンでは2021年3月からワクチン優先グループ（注）への接種を進めている。また、在フィリピン日本大使館は12日、フィリピン在住邦人の
ワクチン接種を9月18日にマニラ首都圏パラニャーケ市の会場で可能となったと発表した。6日からフィリピン日本人商工会議所のサイトまたはマニラ日本人会のサ
イトで接種登録の受け付けを始めている。18日に行われるパラニャーケ市の会場での接種は、米国ファイザー製のワクチンが使用される。今後も複数回実施予定
だが、実施時期についてはフィリピン政府と調整中のため未定となっている。フィリピンでは9月12日時点で、2,195万1,956人が1回目の接種を受け、そのうち1,679
万4,545人が2回目の接種を終えている。過去7日間に投与された1日の平均接種数は41万5,362回となっている。

フィジー、年内に観光客の受け入れ再開へ　　（CNN.jp　9/15付）
南太平洋の島国フィジーは今年末までに、新型コロナウイルス感染拡大で停止していた観光客の受け入れを再開する構えだ。同国はこれまで、１２月に再開する
方針を示してきた。フィジー政府観光局のブレント・ヒルＣＥＯがＣＮＮとのインタビューで語ったところによると、具体的な日程はまだ確定していない。再開後に入国
できるのは新型ウイルスのワクチン接種を完了し、ＰＣＲ検査の陰性証明を提示でき、当局が定める「グリーン・リスト」の国から渡航する旅行者に限られる。リスト
の基準はまだ公表されていない。一方、ファイヤズ・コヤ商業・貿易・観光・運輸相は今月３日の演説で、１１月の再開を目指していると発言。感染対策に努めて市
中感染を抑え、「観光客を迎えられる安全な環境」がつくれることを確信していると述べた。国営航空会社のフィジー・エアウェイズも再開と同時に十分な便を運航
し、ホテル宿泊と合わせたパッケージを用意すると表明している。国民総生産（ＧＮＰ）の約４割を観光業に依存するフィジーは、感染拡大で大きな打撃を受けた。
バイニマラマ首相は国境封鎖中の昨年夏、外国の富豪３０人前後を対象に、３カ月間の滞在を特別に許可したことを明かしていた。国内の観光業者からは、年内
の受け入れ再開を歓迎する声が上がっている。観光客らは到着前に政府が提供するアプリ「ケアフィジー」をダウンロードするよう求められ、このアプリを通して安
全基準に従ったホテルを予約することができる。ＣＮＮのデータによると、フィジーで１４日までにワクチンを少なくとも１回打った人の割合は３３％。ただしバイニマラ
マ氏はすでに成人の半数が接種を完了したとツイートし、政府の公式ツイートでも対象者の９７．２％が少なくとも１回接種したと発表されている。観光局によれば、
接種対象になっていない１８歳未満の年齢層を算入するかどうかで数字に違いが出ているとみられる。

GoToトラベルの利用意向は7割、ワクチン接種者限定プランへの要望も多く、産経新聞が調査発表
（トラベルボイス　9/15付）

産経新聞グループの調査会社、産経リサーチ＆データが2021年7月に実施した調査で、消費者から政府の観光業支援事業GoToトラベルを「利用したい」との回答
が約7割に上っていることが分かった。調査は「観光に関するアンケート」と題して7月10～27日の期間中、インターネット上で実施。18歳以上の男女5189人の回答
を得た。まず、今後の「GoToトラベル」に対する考えを聞いたところ、69.8％の人が「利用したい」と答えた。ワクチン接種状況別（7月21日時点）では、ワクチン接種
経験者が72.7%、接種を希望しない人でも半数以上が「GoToトラベル」を利用したいと回答している。新型コロナウイルスの感染状況とともに、現時点では「GoToトラ
ベル」事業の再開の見通しはたっていない段階だが、同社が「GoToトラベル」への要望を尋ねたところ、43.1％が2020年に実施された並みの条件を望み、「クーポ
ン対象店・施設を増やしてほしい」（28.4％）、「対象者（ワクチン接種など）を限定してほしい」（24.4％）という声も数多く挙がった。

インドネシア、11月にも国境再開へ　接種7割達成で＝保健相　　（ロイター　9/15付）
インドネシアのブディ・グナディ・サディキン保健相は１４日、ロイターとのインタビューで、新型コロナウイルスワクチン対象者の７割が１回目を接種すれば、１１月に
は外国人の入国を始めると明らかにした。初回接種を優先する英国の戦略を参考にしているとし、同国では入院患者や死者が減少していると指摘。「目標とする２
億０８００万人のうち７０％、つまり１億４０００万─１億５０００万人にワクチンを接種できれば、その後は徐々に国境再開を始められる」と述べ、１１月までに目標に
届きそうだと見通した。現在、インドネシアへの入国は外交ビザや就労ビザを持つ外国人などに限られている。ブディ氏は、対象者の７０％が２回の接種を終えれ
ば、国境制限がさらに緩和されると述べた。東南アジア最大の経済大国である同国は、アジアで最悪の感染流行に見舞われ、対象となる人口の約２５％がワクチ
ンを接種済み。ブディ氏によると、警察や軍隊を投入して接種率を１日当たり２００万回までほぼ倍増する必要があるという。



台湾、外国籍配偶者と未成年の子供の入国申請受付を再開　　（フォーカス台湾　9/13付）
中央感染症指揮センターは13日、居留証（ARC）を持たない外国籍の配偶者と未成年の子供について、入国申請の受け付けを同日付で再開すると発表した。これ
までは新型コロナウイルスの水際対策として、葬儀への参列など急を要する場合や人道的配慮が必要な場合にのみ特例として査証（ビザ）の申請を許可してい
た。指揮センターは制限緩和について、家族結合権を保障するためだとしている。 台湾は新型コロナの感染拡大を受け、居留証を持たない外国人の入国を5月19
日から原則的に停止している。感染状況が落ち着いたことから、先月下旬には正規留学生のビザ申請受け付けが開始されていた。 指揮センターによれば、在外
公館は家族呼び寄せや親族訪問ビザの規定に基づき、外国籍配偶者と未成年の子供によるビザ申請を受理し、「特別入境許可」ビザを発給する。呼び寄せビザ
の有効期間が5月19日から9月13日までの間に満了を迎える場合、有効期間は今年12月31日までに自動的に延長される。

アメリカン航空とゴル航空は、パートナーシップを拡大するための趣意書を締結した。アメリカとブラジル市場で独占的な共同運航（コードシェア）を実施し、ブラジル
の20都市以上、アメリカの30都市以上へのアクセスを提供する。マイレージプログラムでも上級会員に対して相互に、チェックインやセキュティチェック、搭乗で優先
サービスを提供するほか、受託手荷物許容量の増加、ラウンジの利用、優先座席の指定などの特典を提供する。また、アメリカン航空は、ゴル航空が発行する優
先株式2,220万株を2億米ドルで取得し、取締役1名の任命権を得る。出資比率は5.2％となる。アメリカン航空は、1942年からラテンアメリカへ路線網を展開してお
り、ダラス/フォートワースやマイアミ、ニューヨーク/ジョン・F・ケネディから、ブラジルやリオデジャネイロなど南米17都市へ運航している。アメリカとブラジル間で
は、10年間で1,400万人以上を輸送しており、他のアメリカの航空会社の2倍以上に達するという。ゴル航空は、ブラジルの63都市へネットワークを広げている、ブラ
ジル最大の航空会社。いずれも、最終的な契約の締結や規制当局の承認が必要となる。

サンドボックス方式の旅行とは？　タイ国政府観光庁が推進する海外旅行者の受け入れプログラム、ゴルフ大会も開催
（トラベルボイス　9/15付）

タイ国政府観光庁(TAT)は、海外旅行者の受入規制を緩和する「サンドボックス・プログラム」がおこなわれているプーケットでゴルフトーナメントを開催する。これ
は、観光スポーツ省の後援のもと、スポーツ局(SAT)と共催するもの。なお、「サンドボックス」プログラムとは、ワクチン接種済みの外国人旅行者が隔離措置を免除
され、指定観光圏内を移動できる方式の旅行の形態を指す。サンドボックス旅行による今回のゴルフ大会は、まず2021年9月23日～26日かけて、ブルー・キャニオ
ン・カントリークラブで「シンハー・オール・タイランド・チャンピオンシップ2021」を開催。その後、10月7日～10日はラグーナ・ゴルフクラブで「シンハー・ラグーナ・プー
ケット・オープン2021」をおこなう。ピパット・ラチャキットプラカーン 観光・スポーツ大臣は発表会見で「この大会は、プーケットやゴルフコースの知名度を上げるだけ
でなく、タイの衛生安全基準が国際レベルで受け入れられていることを示すものになる」と大会への期待を述べた。TATは今後、SATと共同で、海外旅行者やタイに
住む外国人向けに、ゴルフを訴求していく活動を強化していく。プーケットでは今年7月からサンドボックス・プログラムを開始。8月末までの2ヶ月間で2万6400人を
受け入れ、16億3400万バーツ(約54億円)の収益を上げた。

（ハワイ）「セーフアクセスオアフ」プログラム、海外のワクチン接種証明書を承認　　（TRAICY　9/14付）

AZ、10月15日以降の全便をキャンセル　購入者には払い戻しと変更で対応　　（TRAVEL VISION　9/10付）
アリタリア-イタリア航空（AZ）は、10月15日をもって航空券の販売を終了し、運航を停止する。10月15日からはイタリア・トラスポルト・アエロ（Italia Trasporto Aereo
S.p.A.／ITA）がイタリアの新フラッグキャリアとして運航を開始する。8月24日までに購入された10月15日以降の航空券については、全額が払い戻される。また、10
月14日までに帰着する便への切り替えも受け付けている。該当便の購入者にはAZよりメールで案内が届くといい、予約の変更についてはコールセンターまたは航
空券を発券した旅行代理店に連絡するよう求めている。

EU、日本からの渡航を原則禁止に　感染拡大で　　（日本経済新聞　9/10付）
欧州連合（EU）は9日、域外からの観光など不要不急の渡航を認めるリストから日本など6カ国を除外したと発表した。各国での新型コロナウイルスの感染拡大を受
けた措置。EU加盟国では既にドイツが日本からの渡航を制限しているが、ほかの加盟国も制限する可能性が出てきた。EUがリストから除外したのは日本、アルバ
ニア、アルメニア、アゼルバイジャン、ブルネイ、セルビア。ウルグアイはリストに加えられた。日本は1月にリストから外れたが、夏休みシーズン前の6月に再びリス
トに入っていた。出入国の認可は加盟国の権限のため、リストに従うかどうかは加盟国が判断する。例えば新型コロナのワクチンを接種した人に限って、隔離期間
やPCR検査の義務なしに入国を認める加盟国もあるとみられる。ドイツ政府は5日、日本からの観光客などの渡航を制限した。渡航できるのは、重要な渡航理由が
あると認められた場合か、ワクチン接種を完了している場合に限る。新型コロナ感染が広がる「ハイリスク地域」にも指定し、入国前の登録なども義務付けた。ドイ
ツは6月に日本からの渡航制限を解除していたが、日本で感染者数が増えたことで再導入した。新型コロナの世界的な感染拡大を受け、EU加盟国は昨年3月、域
外からの渡航を原則禁止した。昨年7月以降、経済再開のために渡航制限の段階的な解除を始めた。EUは加盟国と協議し、渡航を認める国のリストを作成した。
相手国の感染状況をもとに2週間ごとにリストを見直していて、現時点では、カナダやオーストラリア、韓国など10カ国強がリストに入る。

パキスタン民間航空局、コロナワクチンの完全接種を搭乗の要件に　10月から　　（TRAICY　9/12付）
パキスタン民間航空局は9月3日、新型コロナウイルスの完全接種を航空便の搭乗の要件にすると発表した。10月1日以降、ワクチンの種類を問わず、規定回数の
接種を済ませた人のみ、国内線と国際線の航空便に搭乗できる。16歳以下、医学的にワクチン接種を控えるように勧められ、その証明書を持つ人が対象外とな
る。この他に、パキスタンに到着するすべての乗客に対し、出発72時間以内と到着時の検査、10日間の自主隔離も求められる。到着48時間前までに、スマートフォ
ンアプリ「Pass Track」を通じた情報登録も義務付けられる。カテゴリーCに該当する15か国からの入国は、引き続き認めない。

香港のプラザプレミアム・ラウンジ、日本進出へ　中部に22年度オープン　　（Aviation Wire　9/13付）

空港ラウンジ「プラザ・プレミアム・ラウンジ」を運営するプラザ・プレミアム・グループ（本社・香港）は現地時間9月13日、日本市場に進出すると発表した。2022年度
をめどに、中部空港（セントレア）にラウンジを新設する。プラザ・プレミアム・ラウンジは、保安検査場を通過後の第1ターミナル（T1）国際線出発エリアに開業を予定
する。今年6月まであったスターアライアンスラウンジの跡地にオープンし、プラザ開業後は、制限エリアにあるラウンジが5カ所となる。中部空港を運営する中部国
際空港会社によると、利用航空会社やサービス内容、営業時間などの詳細は後日発表するという。プラザ・プレミアム・グループは1998年創立。同年に香港とクア
ラルンプールの両国際空港に初めてのラウンジをオープンした。現在は中国本土を始めとしたアジア各国や豪州、欧州、北米などでラウンジを展開している。中部
空港の制限エリア内にラウンジは現在4カ所で、このうち国際線は3カ所。日本航空（JAL/JL、9201）の「サクララウンジ」のほか、大韓航空（KAL/KE）の「KALラウン
ジ」、スターフライヤー（SFJ/7G、9206）やデルタ航空（DAL/DL）、台湾のチャイナエアライン（中華航空、CAL/CI）などが利用できる「セントレア グローバルラウン
ジ」がある。国内線は「セントレア エアラインラウンジ」の1カ所で、ANAとJALの搭乗客が利用できる。このほか、保安検査場を通過する前の一般エリアには、各
カード会社のラウンジが3カ所ある。中部空港のラウンジはいずれもフルサービス航空会社（FSC）が入居するT1にあり、LCC専用の第2ターミナル（T2）にはない。

ルフトハンザ・ドイツ航空、東京/羽田〜フランクフルト線を減便　9月14日から週5便　　（TRAICY　9/13付）
ルフトハンザ・ドイツ航空は、東京/羽田〜フランクフルト線を、9月14日から週5便に減便する。7月1日から、ボーイング747-8型機を投入するとともに、週3便から1
日1便に増便していた。その後、8月12日からエアバスA340-300型機に切り替え、機材を小型化している。フランクフルト発は9月14日から火・木・金・土・日曜、東京
/羽田発は9月15日から月・水・金・土・日曜の運航となる。この他に、東京/羽田・大阪/関西〜ミュンヘン線の運航再開は冬スケジュール期間中を予定しているほ
か、名古屋/中部〜フランクフルト線の運休を決めている。
■ダイヤ　LH717　東京/羽田（14：05）〜フランクフルト（19：25）／月・水・金・土・日（9月15日〜）、LH716　フランクフルト（17：40）〜東京/羽田（12：15+1）／火・木・
金・土・日（9月14日〜）

アメリカ・ハワイのホノルル市郡で9月13日から開始する、「セーフアクセスオアフ」プログラムで、海外のワクチン接種証明書を承認した。レストランやジム、フィット
ネス、屋内プール、動物園、水族館などを利用する場合、ワクチン接種証明書と身分証明書の提示が必要となる。アメリカ食品医薬品局（FDA）が承認している、
ファイザー、モデルナ、ジョンソン＆ジョンソンのワクチンを接種し、規定回数の接種から2週間経過していることを条件に、英語で公的機関が発行した海外渡航用
の新型コロナワクチン接種証明書を有効なものとして認める。また、身分証明書には、氏名と顔写真もしくは生年月日が書かれている必要がある。12歳未満の人
は免除される。ワクチン接種証明書がない場合、48時間に行われた陰性の検査結果を提示する必要がある。日本でも接種が進められているアストラゼネカのワク
チンは、FDAが承認していない。

フーコック島：海外からの観光客受け入れ試行、首相が原則承認　10月から実施　　（VIET　JO　9/14付）
首相はこのほど、ワクチン接種証明書(ワクチンパスポート)の保有者を対象に海外から南部メコンデルタ地方キエンザン省フーコック市(島)への観光客受け入れを
試験的に再開する案を原則承認した。同案は文化スポーツ観光省が提案したもの。提案によると、ワクチンパスポートを保有する観光客の受け入れは、今年10月
から6か月にわたり実施する。入国前12か月以内にワクチンを十分に接種した人または新型コロナから回復した人を対象とし、出国前72時間以内にRT-PCR/RT-
LAMP法による検査を受け、結果が陰性であることが条件となる。入国はチャーター便または商用便での空路とする。これに伴い、キエンザン省は島民の7割以上
に新型コロナウイルスワクチンを接種する計画。ただし、現時点で18歳以上へのワクチン接種率は35％に留まり、25万～30万回分が不足している状況だ。

アメリカン航空とゴル航空、提携強化　独占的コードシェア、出資や取締役派遣も　　（TRAICY　9/15付）



シンガポール、日本からの入国や乗り継ぎで出発48時間以内のPCR検査証明必要に　9月9日午後11時59分から
（TRAICY　9/7付）

シンガポール保健省は9月5日、シンガポールへの入国と乗り継ぎの要件を、9月9日午後11時59分以降に到着する人から変更すると発表した。カテゴリー3と4の地
域からのすべての入国者に対して求めている、出発72時間以内のPCR検査の陰性証明書を、出発48時間以内に取得するように求める。乗り継ぎの場合にも適用
となる。日本は現在、カテゴリー3に分類されており、この措置の対象となる。入国する場合には、入国時のPCR検査、専用のStay Home Notice（SHN）施設や宿泊
施設での14日間の待機、3・7・11日目の抗原検査と14日目のPCR検査が必要となる。

ベルギー、日本の渡航情報をレッドゾーンに変更　　（TRAICY　9/7付）
ベルギー公衆衛生省は9月4日、日本の渡航情報をレッドゾーンに変更した。これにより、日本からベルギーへ渡航する場合、ワクチン接種証明書や快復証明書を
所持していない場合、到着72時間以内の新型コロナウイルスの陰性証明書の取得が必要となる。一方で、在ベルギー日本国大使館によると、日本のワクチン接
種証明書のベルギーでの有効性は確認中だという。日本のほか、アゼルバイジャン、アルバニア、アルメニア、ブルネイ、セルビアもレッドゾーンに指定された。欧
州連合（EU）の理事会勧告に従い、これらの国からの不要不急の渡航も許可されている。

中国政府、渡航要件を変更　9月13日から　　（TRAICY　9/6付）

ドイツ、日本をハイリスク地域に指定　9月5日から入国制限　　（TRAICY　9/4付）

中国政府は、渡航に必要な「健康コード」の申請要件を9月13日から変更する。新型コロナウイルスワクチン接種済みの場合には、ワクチンの接種が完了した後、
14日経過後に新型コロナウイルスのPCR検査と血清特異性IgM抗体検査を行わなければならないほか、ワクチンの接種証明の提出が求められるようになる。2つ
の検査は、搭乗2日前から指定検査機関で行い、指定のフォーマットの検査証明を取得することが求められる。中国当局は、中国への航空便の乗り入れを、外国
の航空会社に対しては1社1路線週1便に限定しており、乗客から新型コロナウイルスの感染が確認された人数が規定人数を超えた場合には一時運航停止、陽性
者が少ない状況が継続すれば増便を認める措置を行っている。

（シンガポール）新型コロナワクチン、高齢者などに3回目の接種開始へ　　（JETROビシネス短信　9/7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9月3日、60歳以上の高齢者と免疫機能が弱くなった人を対象に、ワクチンの3回目の接種（ブースター接
種）を9月中にも開始すると発表した。3回目の接種は、60歳以上の高齢者と介護施設入居者で、メッセンジャーRNA（mRNA）ワクチンの2回目の接種を終えて6～9
カ月経ている人が対象となる。また、放射線治療を受けているがん患者など免疫機能が著しく弱い人も3回目の接種対象者となる。同国では、2回のワクチン接種
を完了した人は4日時点で人口の81％に達する。しかし、国内の感染者数は5日までの1週間で1,233人と、その前週の634人を上回り、感染者が増加している。た
だし、5日までの28日間で2回のワクチン接種を終えて感染した2,069人のうち、酸素吸入が必要な重症者は0.9％にとどまっている。タスクフォースの共同委員長を
務めるローレンス・ウォン財務相は3日の会見で、現時点では既存の感染対策を強化も緩和もしない現状維持の方針を明らかにした。ウォン財務相は、感染対策を
強化するのは「最後の手段」となると強調した。タスクフォースは8月10日から新型コロナウイルスとの共存に向けて4段階での緩和を進めており、ワクチン接種者
が8割に達する9月上旬に第2段階に移行する方針を示していた。ウォン財務相は、同国が「ワクチン接種率では世界で最も高い国の1つとなった今、検査が生活の
一部となる検査大国となるべきだ」と述べた。タスクフォースは8月28日から9月27日まで、自宅で検査ができるよう全世帯に抗原テストキット（6回分）を配布してい
る。また、自己負担で迅速簡易テストが受けられる検査所を20カ所に設置しているが、10月1日から一般に開放する計画だ。政労使のパートナーは8月23日、雇用
主に対して、従業員や新規採用者について、ワクチンを接種していない場合に定期的な検査を実施するよう勧告している。

約8割の市民が接種済みの石垣島　特典受けられる「ワクチンパスポート」開始へ　　（沖縄タイムス　9/5付）
沖縄県石垣市は１２歳以上の市民の新型コロナウイルスワクチン接種率が約８割に達することを踏まえ、接種済みの市民が飲食店などで特典など優遇を受けられ
るよう接種済みの記録を本人に提供するシステムの運用を始める。市役所で８月３１日、飲食店関係者を招いた「ウィズコロナ座談会」を開き、中山義隆市長が方
針を伝えた。飲食店側はおおむね了承した。中山市長は「システムを活用して市民生活や経済活動を徐々に回復させる方向性を模索したい」と協力を求めた。シス
テムは開発中で、市はランチ営業を皮切りに９月中にも始めたい考え。市ではすでに、出発前のＰＣＲ検査などで陰性証明を携行した観光客に対して同様のサービ
スが受けられる「あんしん島旅パスポート」を発行している。今回のシステムは「市民向けワクチンパスポート」になる。導入に向けて市は高い接種率を挙げて、「地
域の力や財産として運用したい。ウィズコロナとして感染予防と経済の両立は可能だと考える」と説明。店舗と利用客双方の安心を「見える化」できると意義を強調
した。酒類提供できるまでは、特典のほか接種者と非接種者の座席を分けて客の安心利用などにつなげる。開発中のシステムは、スマートフォンなどから個人の
接種券番号などを入力すると、接種状況が画面に表示され、その表示を従業員に見せて使う。意見交換で飲食店側は「酒を出さないと客足が鈍い。今後、ワクチ
ンパスポートがある人には酒を提供してもいい、となってくれれば」と期待した。

インドネシア入国、ワクチン接種ができない場合は国立病院専門医の説明書入手必要に　　（TRAICY　9/5付）
在デンパサール日本国総領事館は、日本からインドネシアへ入国する人が、健康上の理由から新型コロナウイルスのワクチン接種ができない場合、当面の間は
国立病院の専門医による診断書などの説明書を入手するよう促している。8月のインドネシア政府通達では、専門医の説明書等の書類は、国公立病院の医師から
取得したものに限るとされていたものの、在インドネシア日本国大使館からインドネシア政府に確認したところ、日本で発行される診断書は、英文であれば国公立
病院によるものである必要はないこととされていた。一方で、インドネシアの検疫や航空会社では、国立病院の専門医による診断書などの説明書のみを入国の要
件として認めているという情報があり、在デンパサール日本国総領事館で調査したところ、国立病院の専門医による診断書などの説明書のみを入国要件として運
用されていることが判明したとしている。在インドネシア日本国大使館では、インドネシア政府に対して確認と規制緩和の申し入れなどを行っているという。

ドイツ政府は9月3日、日本をハイリスク地域（Hochrisikogebiet）」に指定した。日本からの渡航者の入国を、9月5日から制限する。入国には、デジタル入国登録
（DEA）への登録と証明書提示、10日間の隔離義務が必要となる。入国翌日から起算し5日目以降に受検した検査の結果、陰性であれば隔離を終了することもでき
る。12歳未満は、検査なく5日目に隔離を終了する。また、ワクチン接種証明書や快復証明書のいずれかを、デジタル入国登録を通じて提出した場合には、隔離義
務を負わない。外務省によると、ドイツでは日本が発行した、海外渡航用の新型コロナワクチン接種証明書の使用が認められている。

フィリピン航空、米連邦破産法11条申請　運航は継続   (Aviation Wire　9/4付)
フィリピン航空（PAL/PR）は、日本の民事再生法にあたる米連邦破産法11条（Chapter 11）の適用を現地時間9月3日付で申請した。新型コロナウイルス感染症
（COVID-19）の影響によるもので、4日の発表によると運航は継続し、航空券やマイルなどはすべて有効だという。 　アジアの航空会社ではもっとも古い1941年設
立のフィリピン航空は、今年で創立80周年を迎えたフィリピンのフラッグキャリア。11条の適用について、「世界的に認められた米国の法的手続きであり、多くの航
空会社がより成功した企業に生まれ変わるために利用してきた。再建により、フィリピン航空は新たな資本と負債の削減、将来に向けたより強固な財務基盤を手に
入れることができる」とコメントした。航空連合には加盟していないが、日本では全日本空輸（ANA/NH）と2014年からコードシェアを開始。2019年2月8日には、ANA
を傘下に持つANAホールディングス（ANAHD、9202）とフィリピン航空の親会社であるPALホールディングスが資本・業務提携の契約を締結した。新型コロナ影響
で、海外では航空会社の破産申請が相次いでいる。2020年はヴァージン・オーストラリア（VOZ/VA）を傘下に持つヴァージン・オーストラリア・ホールディングス、タ
イ国際航空（THA/TG）、コロンビアのアビアンカ航空（AVA/AV）を傘下に持つアビアンカ・ホールディングス、チリのラタム航空（LAN/LA）を傘下に持つラタム航空
グループなどが破産申請し、再建を進めている。日本では、コロナ前から業績不振だったエアアジア・ジャパンが、今年2月に東京地方裁判所から破産手続き開始
決定を受けた。

デルタ航空、名古屋/中部〜デトロイト線で臨時便　12月に2往復　　（TRAICY　9/9付）

デルタ航空は、名古屋/中部〜デトロイト線で臨時便を12月に2往復運航する。現在は週1便を運航しているものの、年末の休暇による帰国需要を見越し、運航を決
めた。ハンツビル、レキシントン、メンフィス、ノックスビルなど、日本企業の拠点からの乗り継ぎもできる。機材はエアバスA350-900型機を使用する。航空券の販売
は9月12日から開始する。　■ダイヤ：DL95　デトロイト（15：55）〜名古屋/中部（19：25）／12月11日・18日、DL94　名古屋/中部（16：25）〜デトロイト（14：10）／12月
13日・20日

シドニーの規制、ワクチン接種7割で解除 　10月半ばにも　　（日本経済新聞　9/9付）
オーストラリアの最大都市シドニーがあるニューサウスウェールズ（NSW）州は9日、新型コロナウイルスの感染拡大を受けて実施している外出規制について、州の
ワクチン接種率が7割を超えた後に解除すると発表した。シドニー都市圏では6月下旬から規制が続いている。接種率が7割を超えた後の最初の月曜日から、2回
の接種を完了した人に外出を認める。同州の接種完了率は8日時点で43.6%で、豪公共放送ABCは10月18日にも規制が解除されるとの見通しを伝えた。飲食店や
小売店、スポーツジムも人数を制限したうえで営業を認める。豪州は2020年、厳しい外出規制や出入国制限により新型コロナを比較的早期に封じ込めた。ただ今
年6月以降は感染力が強いインド型（デルタ型）が拡大し、NSW州では規制導入から2カ月以上たった現在も1日当たり1000人超の感染者が出ている。モリソン首相
はすでに、厳格な規制よりもワクチン接種率の引き上げによる重症化率の低減などを重視する方針を示している。



韓国政府は15日から、新型コロナウイルスのＰＣＲ検査の陰性確認書を所持しない人の入国を制限する。国土交通省が12日までにこうした内容の公文を航空各社
に送ったことが分かった。これまで韓国人については、陰性確認書がなくても条件付きで入国を認めていた。政府は2月に海外からの入国者全員を対象に陰性確
認書の提出を義務付けた。これにより確認書を持たない外国人は入国が禁止された。ただ韓国人の場合は、指定施設での14日間の隔離に同意すれば入国が認
められた。しかし、このところ国内で新規感染者が急増し、インドで最初に発見された変異株で感染力がより強い「デルタ株」の感染拡大も本格化している。政府は
こうした状況を踏まえ、海外からのウイルス流入を遮断するため入国制限の強化を決めたとみられる。韓国の1日当たりの新規感染者数は今月7日に1212人に急
増。8日からは3日連続で過去最多を更新した。

ニュージーランド航空、東京/成田〜オークランド線の週1便運航を12月まで継続　　（TRAICY　7/6付）

中部空港（セントレア）を運営する中部国際空港会社は8月6日、英国を本拠地とする航空業界の調査・格付け会社SKYTRAX（スカイトラックス）社が空港をランク付
けする「ワールド・エアポート・アワード2021」で、世界の地域空港を評価する「The World’s Best Regional Airports」部門や同アジア部門「Regional Airport Asia」な
ど3部門で1位を獲得したと発表した。Best Regional Airports部門は中部が1位、2位はハンブルク空港、3位は福岡空港がランクイン。同部門1位は7年連続となっ
た。Regional Airport Asiaは中部が1位、2位が福岡で、3位に中国・海南省の海口美蘭国際空港が選ばれた。同部門1位は11年連続となった。旅客数規模別の
「World’s Best Airports by Passenger Numbers」は、2020年までは1000万-2000万人規模で5年連続1位だったが、今回は200万-500万人規模で1位となった。　ま
た、世界の空港を総合的に評価する「The World’s Best Airports」は、ドーハ・ハマド国際空港が1位（前年3位）で、2位が羽田空港（同2位）、3位がシンガポールの
チャンギ国際空港（同1位）となり、日本勢は成田空港が5位（同7位）、関西空港が9位（同10位）にランクイン。中部は11位（同8位）だった。

香港、入国規制緩和取りやめ　　（TRAICY　8/19付）
香港政府は8月17日、世界的に新型コロナウイルスの感染状況が悪化していることから、検疫措置を8月20日から強化すると発表した。日本を含む中リスク国にあ
たるグループBからの入国（入境）者は、ワクチンの完全接種済みであっても、指定ホテルで14日間の強制隔離が必要となる。隔離期間中の検査を3回から4回に
増やす。強制隔離後7日間の自己観察も必要となる。6月30日から実施している、抗体検査で陽性となった人に対する検疫期間の7日間への短縮を取りやめる。8
月18日から実施予定だった、香港国際空港での抗体検査も中止となった。香港政府は、ハイリスク国をグループA、中リスク国をグループB、低リスク国をグループ
Cに分類し、検疫措置を行っている。

ワクチン接種証明書、マイナポータルから申請可能に　　（日本経済新聞　8/31付）
海外への渡航者を対象とした新型コロナウイルスワクチンの接種証明書（ワクチンパスポート）のオンライン申請が進みそうだ。政府は23日から、マイナンバー制
度の個人向けサイトである「マイナポータル」経由で申請するための申請標準様式を各自治体に配布。30日時点で6つの自治体が運用を始めている。接種証明書
のオンライン申請には、自治体の各種手続き申請に使われる汎用的なサービスである「ぴったりサービス」を使う。申請者はマイナポータル上で申請の手続きをで
きるようになった。政府が申請の標準様式を作成し、「希望する一部自治体で23日から運用を始めた」（内閣官房副長官補室担当者）。30日時点で宮崎県都城市
や山形県寒河江市、愛媛県松野町、北海道初山別村、大分県中津市、鹿児島県南さつま市の6自治体が運用を始めている。接種証明書は7月26日から全国の市
区町村で発行が始まったが、政府が当初整備したのは紙による申請事務フローだった。一部自治体では独自にオンライン申請の仕組みを用意したものの、多くの
自治体では窓口や郵送で紙の申請を受け付けている。政府は接種証明書を電子発行できるように2021年内をめどにシステムを整備する計画だ。9月1日に設立さ
れるデジタル庁が電子発行のシステム構築を担当する。

オーストラリア カンタス航空 日本便など12月にも再開の方針    (NHK　8/26付)
オーストラリアの航空最大手カンタス航空は、新型コロナウイルスの影響で運航を停止している国際線について、早ければことし12月にも日本などとの間で再開さ
せる方針を明らかにしました。これは26日、カンタス航空が発表した声明で明らかにしました。カンタス航空は、オーストラリア政府が新型コロナ対策として去年3月
から入国を厳しく制限している影響で、ほぼすべての国際定期便の運航を停止しています。政府は、16歳以上の人口のワクチン接種率が80％を超えれば入国制
限を緩和する方針で、年内の達成を目指しています。これを受けてカンタス航空は早ければ12月中旬にも、接種率が比較的高いアメリカやイギリス、それに日本な
どとの間の運航を再開させたいとしています。オーストラリアでは25日の時点で16歳以上の32.3％が接種を終えていて、カンタス航空のアラン・ジョイスCEOは12月
の運航再開について「現在のワクチン接種のペースに基づけば可能で、準備を進めていく必要がある」としています。オーストラリアでは入国制限の影響で、ことし
3月までの1年間に海外から訪れた人の数は6万人余りと前の年の同じ時期に比べて99％減っていて、観光業界などが深刻な打撃を受けています。

グアム、飲食店など利用時にワクチン接種証明書の提示義務化　　（TRAICY　8/25付）
グアム政府は、飲食店などを利用する際のワクチン接種証明書の提示を求める行政命令を改定した。アメリカ食品医薬品局（FDA）か世界保健機関（WHO）が承認
する新型コロナウイルスワクチンを少なくとも1回接種したことを証明できるものの提示を求める。12歳1か月以上のすべての人が対象となり、8月24日午前8時から
提示を義務化する。9月6日午前8時から取締りを開始する。接種証明書は、アメリカ疾病対策予防センター（CDC）が発行する証明書のほか、被接種者名、ワクチ
ンの種類、最終接種日などが記載された外国政府が発行する証明書も認められる。対象施設は、ボートクルーズ、ボーリング場、コンサートなどのイベント、校内
食堂以外の飲食店、ショッピングセンターやモールのフードコート、葬儀での食事提供、ジムやフィットネスセンター、ダンススタジオ、映画館、競技者間の接触があ
る団体スポーツ、スイミングプール、劇場・美術館、その他のグアム衛生保健局が定める施設。

ユナイテッド航空、成田〜ニューアーク線増便　10月以降の日本線は5路線週27便体制　　（TRAICY　8/30付）
ユナイテッド航空は、10月以降の日本路線の運航計画を発表した。5路線週27便体制で運航する。旺盛な貨物需要に対応するため、東京/成田〜ニューヨーク/
ニューアーク線を週5便から1日1便に増便する。これに加え、東京/成田〜サンフランシスコ・グアム線の1日1便、東京/羽田〜シカゴ線と東京/成田〜ロサンゼル
ス線の週3便の運航を継続する。それ以外の路線の運休は継続する。

中国当局、国際線フライト制限を来年上半期も維持へ    （ロイター　9/2付）

政府では、北海道・広島県・福岡県・鹿児島県・沖縄県の方々及びやむを得ず移動する方々の安心を確保するため、9 月30 日ご搭乗分まで、中部国際空港等と北
海道・沖縄県内の空港及び福岡・鹿児島空港との間を結ぶ便の搭乗者に対し無料のPCR 検査・抗原定量検査を行っております。
詳細は、WEB サイトをご確認ください。 https://www.centrair.jp/news/1260305_1781.html

中部空港、地域空港評価で7年連続世界1位　英スカイトラックス調査   (Aviation Wire　8/7付)

日本入国時にインストールが必要なアプリ、「MySOS」に機能集約　　（TRAICY　7/27付）

韓国入国時はコロナ陰性確認書が必要　１５日から韓国人も　　（ソウル聯合ニュース　7/12付）

ニュージーランド航空は、東京/成田〜オークランド線の週1便での運航を、12月31日まで継続する。東京/成田発は土曜、オークランド発は金曜に、ボーイング
787-9型機で運航する。大阪/関西〜オークランド線は引き続き運休する。10月31日以降のスケジュールは未定。搭乗できるのは、日本もしくはニュージーランド政
府の入国の許可を得ている人に限られる。東京/成田、オークランド以遠への乗り継ぎは、トランジットエリア内の待機が24時間以内かつ、最終目的地の入国条件
を満たすなどの条件がある。2020年8月11日以降、ニュージーランド入国者の隔離費用は有料化しているほか、2020年10月5日からは、管理隔離割当システムに
登録の上、隔離施設のバウチャーを受け取る必要がある。　■ダイヤ　　NZ90　東京/成田（18：30）〜オークランド（08：00+1）／土（4月3日〜9月18日）　NZ90　東京
/成田（18：30）〜オークランド（09：00+1）／土（9月25日〜10月30日）　　NZ90　東京/成田（18：30）〜オークランド（09：05+1）／土（11月6日〜12月25日）　NZ99
オークランド（09：50）〜東京/成田（16：50）／木（9月30日〜12月31日）　　NZ99　オークランド（08：50）〜東京/成田（16：50）／木（5月6日〜9月23日）

厚生労働省は、日本入国・帰国時にスマートフォンにインストールが義務付けられるアプリを一部変更した。これまでインストールの必要があった位置情報確認ア
プリ「OEL」は、機能をビデオ通話アプリ「MySOS」に集約したことから、インストールを不要とした。この他に、接触確認アプリ「COCOA」、GoogleMapsなどでの位置
情報の保存が求められる。入国後14日間の自主隔離期間中、自宅や宿泊施設などの登録待機場所で待機し、他者と接触しないよう認められる。また、毎日位置
情報と健康情報の報告が求められる。1日に複数回位置情報を送信する通知、1日に1回健康状況を確認する通知が届く。ビデオ通話による居所確認も行われる。

中部国際空港等と北海道・沖縄県内の空港等との間を結ぶ便の搭乗者を対象とした無料PCR 検査・
抗原定量検査のお知らせ（9 月6 日時点）　　（中部国際空港　NGO NEWSLETTER　9月号）

中国の航空規制当局は、国際線フライトを対象とした現行の制限措置を２０２２年上半期も維持する見込みだ。中国国際航空（エアチャイナ）が今週、アナリストら
に明らかにした。中国民用航空局（ＣＡＡＣ）は先月、海外から持ち込まれる新型コロナウイルス感染症例数が拡大し運航休止となる便が増える中、国際線フライト
は週間ベースで２０１９年水準の２％にとどまっていることを明らかにした。ＨＳＢＣの船舶輸送・港およびアジア運輸リサーチ部門責任者、パラシュ・ジェイン氏の１
日付ノートによると、中国３大航空会社のエアチャイナ、中国南方航空、中国東方航空は決算説明会で、北京冬季五輪を巡る政府の新型コロナ対策を考慮する
と、国際線フライトに関するＣＡＡＣの制限措置は２２年上半期まで続く可能性があると説明した。また、これを受けて完全回復は２４年までさらに遠のくだろうと付け
加えた。国際的な移動の回復が後ずれする見通しなどを背景に、一部アナリストは向こう数年間の利益予想を引き下げた。例えば招商証券はエアチャイナの純損
益予想を２１年が９０億元の赤字、２２年が２７億元の黒字、２３年が６７億元の黒字にそれぞれ引き下げた。中国の航空各社はメディア向けの決算会見を開いてい
ない。エアチャイナとＣＡＡＣからはコメントを得られなかった。ＣＡＡＣは２０年３月に国際線フライトを削減。いわゆる「５つの１」政策により、本土の航空会社は１社
が１つの国に１路線を１週間に１便のみ運航が認められている。外国の航空会社は中国向けに１週間に１便のみ運航が認められる。これまでには政策を微調整し
ており、新型コロナに感染した乗客が一定数いれば運航が休止になったり、乗客数が制限されたりする一方、感染症例が持ち込まれなければその航空会社の便
を増やしている。



政府では、北海道・広島県・福岡県・鹿児島県・沖縄県の方々及びやむを得ず移動する方々の安心を確保するため、9 月30 日ご搭乗分まで、中部国際空港等と北
海道・沖縄県内の空港及び福岡・鹿児島空港との間を結ぶ便の搭乗者に対し無料のPCR 検査・抗原定量検査を行っております。
詳細は、WEB サイトをご確認ください。 https://www.centrair.jp/news/1260305_1781.html

日本における海外渡航用の新型コロナワクチン接種証明書について（中部国際空港　NGO NEWSLETTER　8月号）

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

国際線利⽤者・送迎者向け 駐⾞場割引サービスの期間延長について（中部国際空港　NGO NEWSLETTER　7月号）

2020年11月3日（火）より実施している、国際線を利用される方の移動手段確保のための「国際線利用者や送迎者向けの駐⾞場割引サービス」について、2022年1
⾞料金を最大1,600円（1日分の最大駐⾞場料金）

⾞場割引
クーポン」を表示　③ 「駐⾞場割引クーポン画⾯」、「搭乗券」もしくは「航空券」、「駐⾞
象： 航空券・搭乗券に記載されている日付の前日から翌日までに駐⾞
https://www.centrair.jp/covid-19/parking.html

（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。　　

海外の渡航先への入国時に、相手国等が防疫措置の緩和等を判断する上で活用されるよう、新型コロナウイルス感染症のワクチン接種の事実を公的に証明する
接種証明書の交付本接種証明書の交付が始まりました。申請は、７月26 日（月）から各市町村（特別区を含む。）において受け付けております。使用可能な国・地
域一覧等の詳細については、以下をご確認ください。
海外渡航用の新型コロナワクチン接種証明書が使用可能な国・地域一覧（外務省海外安全ホームページ）
海外渡航用の新型コロナワクチン接種証明書について（厚生労働省ホームページ）


