
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 12/31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 3/26まで

160/159 運休 3/26まで

760/759 運休 3/26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 11/30まで

539/536 運休 11/30まで

台北・香港 531/530 運休 11/30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 11/30まで

南京 1602/1601 運休 11/30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 11/30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

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

成田発着 197/196 毎日運航

ベトナム航空

ソウル中部

PCR検査の証明書は「TeCOT」に掲載の医療機関にて取得する必要があります。弊社にて渡航者の検査予約の代行手続きも可能です。

VN
中部

5037/5036 （火）10/30迄、5043/5042（土）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3月まで　毎週（木）
SGN発NRT着（VN301）は3月まで　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

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10月13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

10/20（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

（521）NRT/HKG 10/31まで（木）、11/1～30 （木土）、
（520）HKG/NRT　11/30まで（木土）、KIX/HKG

11/30まで（水）、HKG/KIX（水土）

BR エバー航空

中部

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

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

ソウル

10/31まで　成田発着（704/703） 毎日、関空発着（724/723）（水木）の週2便 運航

※10/15、22、29、11/5、12は欠航　11/19（金）、26（金）は運航未定

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 　　 

中部

（ホノルル） 10月（羽田） 週3便、（成田） 週1便

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）

10/15まで（月水金）の週3便 運航
10/16以降(月水金土）の週4便 運航予定

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

タイ国際航空

アシアナ航空

KE

フィリピン航空

ソウル

MU

チェジュ航空

グァム

中国東方航空

中部

成田発 10/30まで週4便、10/31～毎日運航予定、
関空発 10月より週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

11/30まで毎週（水土）の週2便運航

中部

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 10/30まで

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 5059/5050

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10/12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。

中部

新千歳

※10/13、20、27

※10/毎週（火水木）

（増便）中部

（増便）那覇

那覇

中部

タイ、「低リスク」10カ国からの入国者は隔離免除　11月から   (BBC NEWS　10/12付)
タイのプラユット・チャンオチャ首相は11日、新型コロナウイルス対策で入国者に義務付けてきた隔離措置を、低リスクの10カ国から訪れるワクチン接種完了者を対
象に、来月1日以降やめると表明した。 プラユット氏はテレビ演説で、「この決定はリスクを伴う」と認めた。それでも入国時の隔離免除は、大打撃を受けた観光業を
復活させる重要な一歩になるとみられている。低リスクの10カ国は、イギリス、中国、ドイツ、アメリカなど。日本が含まれるかは不明。 プラユット氏は、12月1日から
エンターテインメント業界の事業再開とアルコール類の販売を認める考えも明らかにした。さらに、同日までに、より多くの国からの渡航者を受け入れるようにする
と述べた。■到着時に検査 低リスクの10カ国からの渡航者については、「到着時にCOVID検査（の陰性証明）を提示することになる。（中略）そして到着時にもう一
度検査する」と話した。そして、2回目の検査も陰性ならば、「タイ人のように自由に国内を移動できる」とした。一方で、感染の急拡大や、感染力が強い変異株の登
場があった場合は、政府は断固とした措置を取ると警告した。■観光客が激減 タイは、砂浜と眠らない夜の街が世界中の旅行者に人気だ。しかし新型コロナウイ
ルスの影響で観光業は2020年、約500億ドル（約5兆7000万円）の収入を失ったとみられている。 2019年には約4000万人がタイを訪れた。だが今年は、8月までの
訪問者は7万人をわずかに超えた程度となっている。米ジョンズ・ホプキンス大学によると、新型ウイルスの世界的流行が始まって以降、タイで確認された感染者は
172万人を超え、死者は1万7750人を超えている。

シンガポール、接種者の入国時隔離免除で対象国を拡大　　（ロイター　10/12付）
シンガポールは９日、新型コロナウイルスワクチン接種完了者には入国時の隔離義務を免除する制度の対象国を広げると発表した。同国はコロナと共生する
ニューノーマル（新常態）を目指しており、国際航空ハブとしての地位の再構築を狙う。 １０月１９日から、英国、フランス、スペイン、米国を含む８カ国から入国する
ワクチン接種完了者に対し、検査で陰性反応が出た場合に隔離を免除する。隔離免除制度は当初、９月にドイツとブルネイを対象に始まり、来月から韓国が加わ
ることが決まっている。 ワクチン接種者専用レーンから毎日最大３０００人が入国を認められることになる。アジアの大半の国に対しては入国制限が敷かれたまま
だ。政府はまた、さらに多くの国々と相互に隔離なしの入国を認める方向で協議していると明らかにした。 シンガポールではここ連日、コロナ新規感染者が３０００
人を超え、過去最多を更新しているが、ほぼ全員が無症状あるいは軽症となっている。約５４５万人の人口の８３％がワクチン接種を完了しており、世界で最も接種
率が高い国の１つとなっている。 政府はコロナとの共生に向けた態勢づくりの時間を確保するために最近、行動規制を再び導入したが、国内では批判の声が出
た。リー・シェンロン首相は国民向け演説で、感染数が安定さえすれば、数百人にとどまったとしても、ニューノーマルに達したと見なされ規制の緩和が可能になる
と説明。 「そのようになるまで少なくとも３カ月、長くて恐らく６カ月はかかるだろう」との見方を示した。将来的には、新たな変異株が出現するケースをはじめ、感染
者数が再び急増すれば、医療体制や医療従事者を守るために活動を再び制限するかもしれないと述べた。 コロナ未接種者に対しては、１３日から規制を強化す
る。ショッピングモールへの入場や屋台が集まる「ホーカーセンター」での飲食が禁止される。

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
関西

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） （増便）千歳

10/31～3/26

新千歳

中部

新千歳

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）の週1便 運航

（増便）中部

（増便）仙台

仙台

中部

EK

※MM481は12/24～1/10の期間運航

航空会社 ◆国際線②◆

スケジュール

★★★　Peach（ピーチ）★★★　下記4方面 パッケージ商品ございます

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

10/30まで　HND/JKT（金日） 週2便、JKT/HND（水金）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

中部

GA

航空会社 ◆国内線◆



シンガポール政府、ワクチントラベルレーンに9か国を追加　　（TRAICY　10/9付）

インド政府 国営の航空会社の全株式 大手財閥に売却を発表 　　（NHK.JP　10/9付）
多額の負債を抱えるインド国営の航空会社エア・インディアについて、インド政府は、すべての株式を大手財閥のタタ・グループに売却すると発表し、今後、タタ・グ
ループの傘下で経営の再建が進められることになりました。日本とも直行便を運航するインド国営のエア・インディアは、格安航空会社の参入などで厳しい経営を
強いられていて、日本円で9000億円余りの多額の負債を抱えています。このためインド政府は経営再建のために民営化することを決め、入札の結果8日、大手財
閥のタタ・グループに、エア・インディアのすべての株式を売却すると発表しました。売却額は2600億円余りで、年内に売却を完了する見通しだとしています。エア・
インディアは、もともと1932年にタタ・グループの企業として運航を始めたものの、インド独立後の1953年に国有化されたため、68年ぶりにグループに復帰すること
になります。タタ・グループは、シンガポール航空と合弁で航空会社を運営するなど、事業の拡大を進めていて、ラタン・タタ名誉会長は「再建には相当の努力が必
要だが、商機をもたらすだろう。おかえりなさい、エア・インディア」とコメントしています。エア・インディアは、人員の整理やサービスの向上など課題が山積してい
て、新型コロナウイルスで航空需要の落ち込みが続く中、今後、タタ・グループの傘下で経営の再建が進められることになります。

日本政府、インド血清研究所製造の「コビシールド」も隔離緩和対象に　有効な接種証明発行国・地域も追加
（TRAICY　10/9付）

政府は10月8日、新たな水際対策措置を決定した。日本での入国後、水際措置緩和の対象となる対象のワクチンに、アストラゼネカから技術供与を受けてインド血
清研究所が製造する「コビシールド（Covishield）」も、すでに対象となっている「バキスゼブリア（Vaxzevria）筋注／アストラゼネカ（AstraZeneca）」と同一のものとして
取り扱う。また、有効とするワクチン接種証明書の発行国・地域に、アメリカ（オレゴン州・グアム・カリフォルニア州・アリゾナ州）、カナダ（ニューブランズウィック州、
マニトバ州、サスカチュワン州、ノバスコシア州、ノースウエスト準州、ヌナブト準州）、スイス、モルディブ、パプアニューギニア、コスタリカ、パラグアイを加える。いず
れも10月12日以降、適用を開始する。

ANA、PCR検査サービス拡充　日本発国際線利用者対象　　（TRAICY　10/9付）
全日本空輸（ANA）は、日本発国際線の搭乗者向けに、PCR検査と陰性証明書をセットで提供できる医療機関の紹介を開始する。国際線航空券を購入済みの人を
対象に、にしたんクリニックでの唾液もしくは鼻咽頭による検査を提供する。郵送もしくは来院が必要となる。唾液による検査は16,060円、鼻咽頭による検査は
15,400円。いずれも陰性証明書、唾液検査は送料も含まれている。陰性証明書の発行は、オンライン診療の受診が必要となる。ANAでは、国内線利用者向けにコ
ロナ検査センターでの郵送検査、PCR検査のみを希望する人にコロナ検査センターでの郵送・来店検査と、PROUMED LABの郵送検査を紹介している。

シンガポール政府は、ブルネイとドイツでのワクチントラベルレーン（VTL）が成功したことを受け、さらに9か国を拡大する。ブルネイとドイツとの間では、9月8日から
ワクチントラベルレーンを開始。指定の直行便でシンガポールに入国するワクチン接種完了者は、到着時の検査のみで入国が可能で、入国後の隔離措置は免除
される。出発14日以内に対象国以外を訪れていた場合は対象外となる。ブルネイから179名、ドイツから4,497名の旅行者に対し、11月12日までのワクチン接種済
みトラベルパス（VTP）を発行した。10月8日現在で1,926名が入国しており、このうち新型コロナウイルスの陽性者は2名で、到着時のPCR検査で判明した。入国3日
目と7日目の検査で、陽性となった人はいなかった。このため、10月19日からカナダ、デンマーク、フランス、イタリア、オランダ、スペイン、イギリス、アメリカの8か
国、11月15日から韓国からのワクチン接種完了者も、ワクチントラベルレーンの対象とする。また、10月19日以降、出発48時間前とシンガポール到着時のPCR検査
のみとし、入国3日目と7日目の検査は撤廃される。シンガポール保健省は、出発と到着時の検査のみで、新型コロナウイルスの流入を抑えるために十分と判断し
た。

ベトナムの航空会社、国内線19路線で運航再開　　（日本経済新聞　10/11付）
ベトナム航空などベトナムの航空各社は10日、国内線の運航を順次再開した。最大都市ホーチミン市と首都ハノイの路線を含む合計19路線が対象で、段階的に増
便する計画だ。新型コロナウイルスの感染拡大を防ぐため、7月下旬から国内線の定期運航を停止していた。ベトナム運輸省が国内線の特定ルートで運航の再開
を認めたことで、ベトナム航空や格安航空会社（LCC）最大手のベトジェットエア、新興のバンブー航空などが具体的な運航便を発表した。往来が最も多い南部の
ホーチミン市と北部のハノイを結ぶ路線はベトナム航空が運航を担当する。ほかに中部のダナン、北部の港湾都市ハイフォンなどの主要空港が受け入れを決め
た。すべての路線で1日1往復する。搭乗のハードルは高い。2回のワクチン接種を完了したうえで、72時間以内に受けたPCR検査などの陰性証明書を提示する必
要がある。到着地で7日間以上の隔離が求められる場合がある。ハノイに到着する乗客への条件は特に厳しく、合計14日間の隔離を求め、さらに2回のPCR検査な
どを義務付ける。ベトナムではホーチミン市など南部を中心に感染者が多い状況が続いている。北部のハノイでは1日当たりの感染者がゼロに近づいており、南部
からの旅客に対する警戒感を強めている。

シンガポール航空、シンガポール〜バンクーバー〜シアトル線を季節運航　12月2日から週4便　（TRAICY　10/12付）
シンガポール航空は、シンガポール〜バンクーバー〜シアトル線の季節定期便を、12月2日から2022年2月15日まで運航する。ビジネスクラス42席、プレミアムエコ
ノミークラス24席、エコノミークラス187席の計253席を配置したエアバスA350-900型機で、週4便を季節定期便として運航する。シアトル・バンクーバー発のSQ29便
は、週2便をワクチントラベルレーン（VTL）専用便として運航する。10月20日からは、シンガポール〜サンフランシスコ線の1日1便を、ワクチントラベルレーン専用便
に変更し、シンガポール入国後の検疫を免除する。ビジネスクラス67席、プレミアムエコノミー94席の計161席を配置したエアバスA350-900ULR型機で運航する。
ジョアン・タン マーケティング・プランニング担当上級副社長は、「シンガポール〜バンクーバー〜シアトル線の新規就航と、サンフランシスコ〜シンガポール線のワ
クチントラベルレーンサービスへの移行により、お客様は年末のホリデーシーズンに、よりシームレスな北米旅行を楽しむことができます。シンガポール航空は引き
続き航空需要を監視し、それに応じてサービスを調整します」と述べた。
■ダイヤ：SQ28　シンガポール（09：15）〜バンクーバー（07：30／08：40）〜シアトル（09：30）、SQ29　シアトル（11：00）〜バンクーバー（11：45／13：15）〜シンガ
ポール（22：05+1）、SQ34　シンガポール（18：40）〜サンフランシスコ（19：05）、SQ33　サンフランシスコ（22：05）〜シンガポール（05：45+2）

フィジー・エアウェイズ、各国への運航再開　12月から観光客受け入れ　　（TRAICY　10/12付）
フィジー・エアウェイズは、フィジーが12月1日から旅行者の受け入れを再開することに合わせ、各国への乗り入れを再開する。いずれもナンディ発着で、シドニーへ
1日2便、メルボルン・ブリスベン・ロサンゼルス・オークランドへ1日1便、サンフランシスコへ週5便、クライストチャーチ・香港へ週3便、東京/成田・シンガポール・ウ
エリントンへ週2便、ホノルルへ週2便を運航する。フィジーでは、11月までに全労働人口へのワクチンの接種を完了する見通しで、旅行者の受け入れを再開する。
渡航には完全なワクチン接種と、出発72時間以内のPCR検査による陰性証明書の提示、到着48時間後と帰国前の検査などが必要となる。2019年の水準と比較し
て、最大45％割安なパッケージツアーを用意する。アメリカ発着では、往復航空券とソフィテルフィジーリゾート＆スパの4泊、食事、送迎がセットで1人1,249米ドル
からとなる。

ベトナム、ワクチン接種の観光客受け入れ拡大へ　12月から　　（ロイター　10/7付）
ベトナム政府は６日、１２月から新型コロナウイルス感染リスクの低い国からワクチン接種を完了した観光客を主要観光地で受け入れる方針を明らかにした。来年
６月には完全な受け入れ再開を目指している。ベトナムは、パンデミック（世界的大流行）開始時に厳しい国境規制で水際対策を導入。しかし、国内総生産（ＧＤＰ）
の約１０％を占める観光部門が打撃を受けた。先月にはリゾート地フーコック島で１１月からワクチンを接種した外国人受け入れを再開すると発表。１２月からは、
承認された国からの観光客を、国連教育科学文化機関（ユネスコ）の世界遺産であるハロン湾やホイアン、高原リゾートのダラット、ビーチリゾートのニャチャンで受
け入れる予定。政府は声明で、「真に安全でなければ受け入れない。パンデミックの実態に合わせ、段階的かつ慎重ながら柔軟に動いている」と説明した。昨年ベ
トナムを訪れた観光客は３８０万人と、２０１９年の１８００万人から減少。１９年の観光収入は３１０億ドルと、国内総生産（ＧＤＰ）の１２％を占めていた。同国のワク
チン接種率は１３％とアジア最低レベルで、政府は接種の加速を目指している。

豪シドニー ワクチン接種進み3か月半ぶり飲食店の店内営業再開　　（NHK.JP　10/11付）
感染力の強い変異ウイルス、デルタ株の拡大で厳しい外出制限が続いてきたオーストラリアの最大都市シドニーでは、ワクチンの接種が進んだことから飲食店な
どの店内営業が3か月半ぶりに再開されました。シドニーでは、デルタ株の拡大によってことし6月下旬から外出や経済活動を厳しく制限する「ロックダウン」が実施
されていましたが、シドニーを含むニューサウスウェールズ州で、ワクチンの接種率が対象者の70％を超えたことから規制が緩和され、11日、飲食店や美容院など
の店内営業が接種を終えた人を対象に3か月半ぶりに再開されました。シドニー北部にあるカフェでは、人数を通常の半分以下に制限したうえで、店内営業を再開
し、利用客はスマートフォンでワクチン接種の証明を提示して飲食を楽しんでいました。友人と訪れた女性は「幸せな気持ちです。人との距離を保ったり、マスクを
つけたりするルールは守りたいです」と話していました。またカフェのオーナーの男性は「ワクチン接種が進めば、これ以上のロックダウンは必要ないと思います」と
話していました。オーストラリア政府は、ワクチン接種が進めば、去年3月から続く国民の海外渡航や外国人の入国の厳しい制限を来月以降、徐々に緩和する方針
で、モリソン首相は「きょうは多くの人が待ち望んできた日だ」として、さらなる規制緩和に向けて国民にワクチン接種を呼びかけました。



イギリスの外務・英連邦・開発省（FCDO）は6日、新型コロナウイルス対策の海外への渡航制限について、バングラデシュやフィジー、マレーシアなど32カ国を対象
に緩和した。これにより、対象国へ渡航する英国民は、旅行保険への加入が容易となる見込み。今回、渡航制限が緩和されたのは、政府が設定する「赤リスト」に
は含まれていなかったものの、必要不可欠ではない渡航は控えるようFCDOが勧告していた国々。英政府は4日午前4時から、新型コロナウイルス対策のイングラ
ンドへの渡航制限を簡易化。対象国の状況によって、交通信号に似せて「赤、黄、青」の3段階に分類するシステムから、赤リスト国のみを設定する方法へと変わっ
た。FCDOは今回の方針変更について、ワクチンの普及により「多くの国で公衆衛生が改善された」ことや、「英国人に対するリスクが減少した」ことを受けたものだ
と説明した。渡航制限の緩和は、現地の医療システムがひっ迫しているなど「例外的な状況」を除き適用されるという。FCDOが渡航を控えるよう勧告すると、対象
国用の海外旅行保険はほぼ全て無効となる。リズ・トラスFCDO相は、「これらの規則が調整されることで渡航がより簡単になり、英国内の企業や家族をサポート
し、より多くの人が安心して友人や恋人に会うことができるようになる」と述べた。「我々は回復を続ける旅行業界を支援しつつ、引き続き我々の優先事項である
人々の安全を維持することと、個人の責任を果たす自由を与えることとの適正なバランスを取っている」イギリスからの渡航制限が緩和される32カ国は次の通り。
アルジェリア、アルメニア、バングラデシュ、ベラルーシ、ベナン、コモロ、トケラウ・ニウエ、ジブチ、赤道ギニア、フィジー、ガンビア、ギニア、カザフスタン、キリバ
ス、コソヴォ、リベリア、マダガスカル、マレーシア、マーシャル諸島、ミクロネシア、ナウル、サントメ・プリンシペ、セネガル、ソロモン諸島、トーゴ、トンガ、ツバル、バ
ヌアツ、コンゴ、アメリカ領サモア、フランス領ポリネシア、ガーナ。英政府は7日にも、赤リスト国の変更を発表する予定。現在はメキシコやキューバ、南米本土全
域、アフリカ南部・東部など、54の渡航先が対象となっている。また、インバウンド接種リスト（英政府が認定するワクチンの接種を終えていることを条件に、イギリス
への入国を認める国のリスト）の対象国も増える可能性がある。イギリスへの渡航を希望する人にとって問題となるのは、赤リストに含まれているかどうかだけでは
ないと、BBCのキャロライン・デイヴィス運輸担当記者は指摘する。イギリスでは依然として、多くの国の接種証明書が認められておらず、渡航者は米ファイザーや
モデルナ、ジョンソン・エンド・ジョンソン、英アストラゼネカのいずれかのワクチンを接種するか、入国後に自主隔離しなければならない。

【インドネシア】国際線の旅客制限、わずか４日で撤廃［運輸］　　（NNA　10/6付）
インドネシアの運輸省航空局は４日、首都ジャカルタ郊外のスカルノ・ハッタ国際空港に旅客便を乗り入れる国内外の航空会社に対して適用していた国際線の旅
客数制限について、同日から撤廃したと発表した。先月30日以降、１便当たりの旅客数を最大90人に制限していたが、わずか４日で撤廃した。航空局のノフィ局長
は声明で、スカルノ・ハッタ国際空港の新型コロナウイルスのＰＣＲ検査能力が１時間当たり600人まで向上し、検査結果も１時間以内に出せるようになったためだ
と説明した。同局は３日、国内外の航空会社43社と業界団体らに対し、制限撤廃の方針を通知した。ただ、航空会社に対し、到着スケジュールとインドネシア人搭
乗客と外国人搭乗客の人数に関する報告の提出は、引き続き義務付けるとしている。国際線の旅客数制限を巡っては、航空局が９月29日に航空各社へ通知、一
部猶予は認めたものの翌日から適用した。十分な準備期間がなかったこともあり航空各社が対応に追われ、政府に見直しを働きかけていた。

イギリス、国民の海外渡航制限を緩和　32カ国が対象　　（BBC NEWS　10/7付）

カンタス航空、国際線運航再開計画を変更　11月14日から2路線再開　　（TRAICY　10/5付）
カンタス航空は、オーストラリア連邦政府が国境を11月に再開することに伴い、国際線の運航を11月14日に再開する。まず、シドニー〜ロンドン・ロサンゼルス線を
いずれも週3便、ボーイング787-9型機で運航する。この2路線はこの数週間、カンタス航空の公式サイトで最も検索されているという。必要に応じてさらにフライトを
追加する。オーストラリア連邦政府が国境再開日を確定した後、2路線の運航再開日を更新する場合もある。2022年内の予約は無料で変更が可能としている。現
在は、オーストラリア国民、永住者とその近親者、一部のビザ保有者向けに航空券を販売している。最低往復運賃は、シドニー〜ロンドン線は1,869オーストラリア
ドル、シドニー〜ロサンゼルス線は1,662オーストラリアドル。また、再開される最初の週は「ポイントプレーン」として、マイルを使った予約を無制限で受け入れる。カ
ンタス航空ではすべでの国際線の乗客に対し、ワクチンの完全接種を求めている。健康上の理由や子供など、除外要件もある。さらに、出発72時間以内のPCR検
査で陰性であることを証明する必要がある。オーストラリア入国後、オーストラリア連邦政府とニューサウスウェールズ州政府の要件に従い、7日間の自宅検疫も必
要となる。現段階では、12月18日に運航再開を予定している、他の国際線の運航計画は据え置く。他の州や準州が国境を早期に開放し、検疫要件を7日間に短縮
した場合には変更する場合もある。カンタスグループのアラン・ジョイス最高経営責任者（CEO）は、「12月の国際線の一部はすでに完売しており、ロンドンとロサン
ゼルス発着便にも強い需要がある」とし、「多くのポイントが国際線で使用するために貯められていることから、ポイントだけで予約できる座席を増やしている。国際
線の需要が継続するかは、検疫要件に大きく依存している。ワクチンを完全接種したオーストラリア人が陰性だった場合の7日間の自宅検疫への移行は、海外の
多くの国で標準になりつつある検査・開放プログラムに近づけるための大きな一歩」と歓迎している。

【インドネシア】バリ島、14日から国際線の受け入れ再開　　（NNA　10/5付）
インドネシアのルフット調整相（海事・投資担当）は４日、バリ島ングラライ国際空港で14日から日本などからの国際線受け入れを再開すると発表した。ジャワ・バリ
両島の新型コロナウイルス対策の活動制限（ＰＰＫＭ）レベル２～４については、５～18日まで２週間延長する。ジムの営業再開など、制限を一部緩和する。ルフット
調整相は、14日からバリ島ングラライ国際空港で、日本、韓国、中国、アラブ首長国連邦（ＵＡＥ）アブダビ首長国やドバイ、ニュージーランドなどからの国際線受け
入れを再開すると表明した。入国後８日間の隔離はこれまで通り実施する。政府は、９月13日付の内相指示『2021年第42号』で、空路での入国玄関口を首都ジャカ
ルタ郊外のスカルノ・ハッタ国際空港と、北スラウェシ州マナドのサムラトゥランギ空港の２カ所に限定することを規定していた。地域別の感染レベルについては、
ジャカルタ首都圏で、感染リスクが２番目に高い「レベル３」を維持する。西ジャワ州ボゴール県やブカシ県、バンテン州タンゲラン県のワクチン摂取率がレベル引き
下げの基準に達していないため。政府は９月22日、レベル緩和の指標にワクチン接種率を追加した。「レベル３」から「レベル２」への緩和には１回目のワクチン接種
率が全体で50％、高齢者の１回目の接種率が40％に達していることが条件。一方、東ジャワ州ブリタール市は、感染リスクが最も低い「レベル１」への引き下げ基
準となる１回目の接種率が全体で70％、高齢者で60％の条件を満たしたとして、ニューノーマル（新常態）に向け、レベル１の行動制限を試験的に実施する。この
ほか、ジムの営業は、収容人数を25％以下に抑えることを条件に再開を認める。映画館は収容人数を50％までとしつつも、飲食売店の営業を認める。一方、ジャ
ワ・バリ両島以外でのＰＰＫＭについて、アイルランガ調整相（経済担当）はジャワ・バリ両島と同じく２週間延長すると発表した。

国際航空運送協会、各国政府に入国規制の統一を要請、ワクチンの有効性、未成年への対応、出発前検査などで
（トラベルボイス　10/5付）

国際航空運送協会(IATA)は、徐々に国境が再開し、海外渡航の制限も緩和されているなか、新型コロナウイルスのリスク管理を簡素化するように各国政府に求め
た。IATAの調査によると、世界の航空輸送量の92%を占める上位50市場のうち、32カ国で入国制限を実施しており、自主隔離を含めて入国制限を全く課していない
のは7カ国だけ。5カ国は入国制限は課していないものの、到着後の隔離措置は維持している。IATAでは、入国制限を実施している国に一貫性がないことが課題と
指摘している。ワクチン接種を受けることができない未成年者がワクチン接種を完了した成人と一緒に旅行する場合、その未成年のワクチン接種証明を免除して
いるのは6カ国だけで、その未成年の年齢定義も統一されていない。また、9カ国は世界保健機関(WHO)が承認するワクチンリストを把握しておらず、ワクチンの有
効性についても5つの異なる定義が存在し、有効期限についても各国で見解に違いがある。さらに、新型コロナウイルス感染で獲得した抗体とワクチン接種によっ
て獲得した抗体が同等であると認めているのはドイツ、フランス、スイス、オーストリアのみ。このほか、IATAは出発前検査についても一貫性がないと指摘。PCR検
査のみを認めているのは24カ国、抗原検査も認めているのは16カ国、ワクチン接種者の検査を免除しているのは18カ国など統一した基準がないことから、海外旅
行市場の回復が遅れる可能性があると警鐘を鳴らしている。そのうえで、IATAは、欧州の「EUデジタルCOVID認証」や「IATAトラベルパス」を例に挙げ、各国政府に
対して、各規制の統一基準を設定し、それをデジタルで管理していくことを求めた。

韓国、接種完了増え海外旅行も需要増…サイパンとグアム路線に活気　　（中央日報　10/5付）
新型コロナウイルスで閉ざされていた空の道が開かれている。新型コロナウイルスワクチン接種率が高まり、トラベルバブル対象国を中心に国際線運航が相次ぎ
再開されている。疾病管理庁が４日に明らかにしたところによると、韓国の新型コロナウイルスワクチンの１回接種率は３日午前０時基準で７７．３％、接種完了率
は５２．５％だ。２人のうち１人はトラベルバブル対象国への旅行に出発できるという意味だ。航空業界は海外路線を少しずつ増やしている。旅行業者はいち早く旅
行商品を出している。代表的なトラベルバブル路線は仁川（インチョン）～サイパンだ。アシアナ航空、チェジュ航空、ティーウェイ航空の３社で秋夕（チュソク、中秋）
連休期間のサイパン行きパッケージ旅行需要はいずれも増加した。マリアナ観光庁によるとサイパン旅行を予約した韓国人観光客は先月末基準で４０００人を超
えた。アシアナ航空が先月１８日に運航した仁川～サイパン便は搭乗率が８５％だった。このうち９５％以上がパッケージ商品を買った旅行需要だ。７～８月にはト
ラベルバブル旅行客需要は１便当たり１０人以下だった。アシアナ航空関係者は「韓国とサイパンがトラベルバブル制度を施行してから最大規模。年末までに１００
０人以上の予約があると期待している」と明らかにした。秋夕後に済州（チェジュ）空港を利用してサイパンに行く予約需要も１２００人に達する。チェジュ航空も１週
間に１度仁川～サイパン路線を運航している。ティーウェイ航空も該当路線の予約率が今月は８０％、来月は９０％を超えたという。来月からは行ける地域も多くな
る。アシアナ航空は早ければ来月から週２便で仁川～グアム便を運航する予定だ。すでに先月に国土交通部から該当路線運航に対する許可を受けており、防疫
当局の最終承認だけ受ければ良い。アシアナ航空は格安航空会社（ＬＣＣ）が登場してから収益性悪化を理由に仁川～グアム便の運航を中断していた。予定通り
であれば１８年ぶりの運航再開だ。大韓航空は８月から仁川～グアム便を週１便で不定期に運航している。来月には仁川～ハノイ便を運航し、仁川～ハワイ便も
運航する予定だ。多くのＬＣＣもグアムや東南アジアを中心に国際線運航を再開する計画だ。空の道が開かれ旅行業者も足早に動いている。ロッテ観光開発は先
月末、１年６カ月ぶりに海外旅行パッケージ商品を発売した。パッケージ商品を予約した旅行客は屋内観光を最小化しほとんど屋外観光地を回るスイス旅行を楽し
んだ。モードツアーも秋夕連休にパッケージ旅行を申し込んだ６０人ほどをグアムに送った。１年６カ月ぶりだ。ハナツアーは１日から通常勤務体制に入った。無給
休職中だった社員が現場に復帰し、在宅勤務中だった社員もオフィスに出勤する。ハナツアーは新型コロナウイルスの直撃弾を受け売り上げが１年で９０％以上
減少し、昨年４月から必須人員を除いた１７００人ほどの社員が有給・無給休職に入った。旅行業者関係者は「ウィズコロナが目の前まで近づいており、これまで抑
えられていた旅行欲求があふれれば枯死状態の旅行業界には恵みの雨になるだろう。当面は東南アジアよりはグアムやサイパン、米国よりは欧州に行く需要が
多いだろう」と話した。



ニュージーランド航空 乗客にも接種義務　来年2月から国際線で　　（FNNプライムオンライン　10/4付）
ニュージーランド航空は、国際線の乗客に対して、2022年2月から新型コロナウイルスワクチンの接種が完了していることを義務づけると発表した。ニュージーラン
ド航空は3日、2022年2月1日からの国際線の18歳以上の乗客に対して、ワクチンの接種完了を義務づけると発表した。医学的な理由で接種を受けられない人は、
証明できれば対象外となる。 今回の決定について、ニュージーランド航空は「乗客・乗員全員が接種を完了することにより、安心感を得られる」と説明していて、現
地メディアは、国内線についても検討中だと報じている。

オーストラリア、国民の自由な入国を可能に　11月から　　（BBC NEWS　10/1付）
オーストラリアのスコット・モリソン首相は1日、新型コロナウイルスのワクチン接種を済ませた国民とその親族に対して11月から国境を開放し、自由に入国できるよ
うにすると発表した。オーストラリアは昨年3月から世界的にも厳格な規制を続けており、同国民の一部と、規制の適用除外の対象者だけが入国できる。ただ、入
国者の上限が設定されているため、何万人もが国外で待たされている。オーストラリアから外国への渡航も、死期が迫った親族との面会など一部の場合を除いて
禁止されている。同国の入国管理政策は、新型ウイルスの感染拡大の抑制につながったと評価されている。一方で、家族を離ればなれにしたとの批判もある。

政府は27日、新型コロナウイルスの水際対策を10月から緩和すると発表した。海外からの入国者のうちワクチンを接種した人は14日間の自宅などでの待機期間を
10日間に縮める。米ファイザー、米モデルナ、英アストラゼネカのワクチンを接種した人のみを緩和する。英国やインドなどから入国する場合に求めてきた検疫所
が確保した施設での3日間の待機措置も免除する。検疫所が確保した施設で6日間または10日間待機する必要がある国・地域からの入国者は接種しても緩和の
対象外だ。6日間の待機が必要になるブラジルやフィリピンなどがあてはまる。加藤勝信官房長官は27日の記者会見で「水際措置を段階的に見直す上で最初の取
り組みとして実施する」と述べた。外国人の新規入国の原則停止について「行動管理や検査も組み合わせた管理措置による入国などを検討する」と語った。これま
で入国者には一律に自宅などでの14日間の待機を求めた。10月からはワクチンを接種した人は10日間外出せず検査で陰性を証明すれば自由に行動できる。ワク
チンを打っていない人は従来通り、14日間の待機が必要になる。変異ウイルスの流行国の指定のありかたは見直した。すでに国内でまん延するデルタ型ではなく
「ベータ型」や「ミュー型」といったほかの変異ウイルスの流行国を主に指定する。水際対策の緩和は経済界からの要望が強かった。経団連は6日、入国時の14日
間の隔離をワクチン接種を受けた人は免除するよう提言した。米欧はすでにワクチン接種の義務付けなどに動く。出入国の制限は両国が同じ条件を課す「相互主
義」が原則となる。緩和の遅れは日本の接種証明を利用できる国・地域が増えない要因として指摘されてきた。与野党には水際対策の緩和に抵抗感が強い。自民
党の佐藤正久外交部会長は検討の段階で「間違ったメッセージを国民に与える可能性さえある」とツイッターに投稿した。立憲民主党の枝野幸男代表は27日に「ナ
ンセンスだ」と批判した。

世界各国が出入国制限や新型コロナウイルス対策規制の緩和に踏み切る中で、中国が「ゼロコロナ」戦略を厳格化している。南部の広州市は近日中に、海外から
の入国者が滞在する５０００室の隔離施設「広州市国際健康ステーション」の運用を開始する。３階建てのビル群で構成される同施設は米ドル換算で２億６０００万
ドル（約２９０億円）を投じ、広州市郊外の広大な敷地にわずか３カ月足らずで建設された。これまで海外から到着した中国人や外国人は、広州市内の指定ホテル
で隔離されていたが、住民との接触を減らすために今後は新しい施設を利用する。 入国者は空港からの直行バスで同施設に到着し、それぞれの部屋に閉じこ
もった状態で少なくとも２週間過ごす。各室にはビデオチャットカメラと人工知能（ＡＩ）を使った体温計が完備され、１日３回の食事はロボットが届ける。いずれもス
タッフとの接触を最小限に抑えるための措置。中国でこうした施設が開設されるのは初めてだが、中国政府が一切の感染を容認しないゼロコロナ戦略を厳格化す
る中で、今後はこうした施設が多数建設される可能性があると専門家は予想する。広州市から車で１時間ほどの製造業の中心市、東莞市でも２０００室の国際健
康ステーション建設が進む。南部のＩＴ集積地、深セン市もそうした施設を計画している。 「これは単なる一時しのぎの対策ではない。（中国指導部は）このパンデ
ミック（世界的大流行）が収束するまでにはまだ時間がかかると考え、厳格な国境管理を継続するだろう」。米外交問題評議会のシニアフェロー、ヤンゾン・ファン氏
はそう指摘している。

たばこの免税数量、きょうから半減　紙巻たばこは200本に　　（TRAICY　10/1付）
財務省税関は、日本入国者に対するたばこの免税数量を、きょう10月1日から変更した。紙巻たばこは200本、加熱式たばこは個装等10個、葉巻たばこは50本、そ
の他のたばこ（パイプたばこ他）は250グラムとなり、これまでと比べて半減した。免税数量は、それぞれの種類のたばこのみを購入した場合の数量で、複数の種類
のたばこを購入した場合の免税数量ではない。個装等とは、小売用として個装された箱もしくはパッケージを指している。また、国内でもきょうからたばこ税が増税
された。日本たばこ産業（JT）は紙巻たばこを1箱あたり10円から40円値上げした。

タイ政府は、10月1日から入国時の健康観察期間を変更した。世界保健機関（WHO）かタイ保健省が承認したワクチンを接種完了し、14日間を経過した人の健康観
察期間を7日間に短縮する。ワクチンの接種が完了していないか、14日間を経過していない人で陸路以外で入国する場合には10日間、陸路で入国する場合には14
日間を健康観察期間とする。入国時は0日目とし、翌日から規定日数の健康観察じ実施する。健康観察初日までのうちに1回目、健康観察終了の前々日から前日
までの間に2回目のPCR検査を実施する。ワクチン接種対象外となる18歳未満の人は、両親などの保護者同伴の下で入国を認め、健康観察期間は保護者と同様
とする。海路で入国する場合、船内に1人でもワクチン接種が完了していない者が含まれる場合、すべての船員・乗員を10日間の健康観察とする。

タイ・プーケットの隔離免除、対象国制限撤廃　　（JIJI.COM　10/2付）
タイ政府観光局は1日、プーケット（Phuket）島の新型コロナウイルスワクチン接種済みの外国人観光客受け入れ制度について、対象を全外国人観光客に拡大する
と発表した。7月から同島で導入されている「サンドボックス（Sandbox）」制度は、ワクチン接種済みの外国人観光客のホテルでの隔離を免除するもので、これまで
は新型ウイルスのリスクが低・中程度の約80か国が対象とされていた。同制度を利用すると、プーケットで7日間過ごして検査を3回受けた後は、全国どこへでも移
動できる。タイでは新型ウイルス流行前までは観光業が同国の収入の5分の1を占め、2019年の外国人観光客は約4000万人に上った。しかし、入国制限などの感
染防止策により外国人観光客は減少。経済は1997年のアジア通貨危機以来の最低水準にまで落ち込んでいる。外務省のターニー・セーンラット（Tanee Sangrat）
報道官は、子どもが未接種でも、親がワクチン接種を受けていれば同制度が適用されると説明した。サンドボックス制度でこれまでに3万8000人がプーケットを訪
れており、観光収入は6667万ドル（約74億800万円）に上っている。プーケット島ではホテルの9割が閉鎖されており、観光業者らは今回の措置では不十分で、経済
回復のためには入国規制の簡素化が必要だと訴えている。

北京冬季五輪、観客入れて開催へ　中国在住者のみ、国外客は断念　　（朝日新聞DIGITAL　9/30付）
国際オリンピック委員会（IOC）は29日に理事会を開き、来年2月の北京冬季オリンピック（五輪）・パラリンピックを有観客で開催する方針を発表した。新型コロナウ
イルスの予防策として、来場できるのは中国本土在住者のみで、ほかにも条件が付けられる予定。国外からの一般客受け入れは、今夏に開かれた東京夏季大会
に続き断念した。コロナ対策の一環として、来年1月23日からパラリンピックが終わる3月13日まで大会会場周辺を「閉鎖」して運営する。外部との接触を遮断する
ため、大会参加者は競技会場や宿泊先など限定された場所にしか行き来できない。スタッフを含めて毎日検査を実施するという。入国する際、ワクチン未接種の人
に対しては現行のまま21日間の隔離措置を講じる。2度のワクチン接種が完了している人は短縮される見込みだ。医学的な理由で接種できない人は、個別に相談
して決めていく。理事会には国際パラリンピック委員会（IPC）も同席し、3月4日開幕のパラリンピックでの採用を承認した。またIOCは東京大会同様に、大会関係者
の人数を削減するためゲストの同伴プログラムの中止も決めた。IOCは「大会組織委員会の方針を歓迎する。しかし、大会を安全に開催するためには、中国本土
以外からの観客を制限する必要がある。選手や世界中の観客の残念な気持ちを察している」と声明を出した。

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2022年3月まで継続　　（TRAICY　9/29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、2022年3月26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。2022年3月27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
ランド政府の入国条件を満たしている人に限られる。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。ニュージーランド政府は、年内に新型コロナウイルスワクチンの接種を完了し、
2022年以降に入国要件を緩和する方針を示している。低・中・高リスク国の3段階に分け、低リスク国からの入国するワクチン接種者の隔離免除、中リスク国から
入国するワクチン接種者の隔離措置を緩和、高リスク国からのすべての入国者には14日間の管理隔離と検疫を義務化するとしている。
■ダイヤ： 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〜
2022年3月26日）、NZ99　オークランド（09：50）〜東京/成田（16：50）／木（9月30日〜2022年3月24日）

入国時の待機、10日間に短縮　ワクチン接種証明で　　（日本経済新聞　9/27付）

広州市に５０００室の入国者隔離施設、「ゼロコロナ」厳格化の中国　　（CNN.co.jp　9/30付）

タイ政府、入国時の健康観察期間を変更　ワクチン接種完了で7日間に　　（TRAICY　10/3付）



ワクチン接種証明、スマホで即発行　マイナカード活用　年内に　　（日本経済新聞　9/17付）
政府は17日、新型コロナウイルスワクチンの接種情報をオンラインで証明する仕組みを公開した。スマートフォンのアプリ上で申請すれば直ちに発行される接種証
明書を年内に使えるようにする。日本国内では現在、ワクチンの接種を済ませた人に「接種済み証」を渡している。海外のように行動制限の緩和やサービスを認め
るための「接種証明書」はない。政府は入国時に接種証明書を求める国に行く場合に、渡航目的に限って書面の接種証明書を発行している。国内向けの利用は想
定していない。政府は10～11月に飲食店の営業時間の延長や、会食やイベントの参加人数の拡大を検討している。緊急事態宣言を解除した地域の一部などで、
接種を受けた人に限定して会場への入場を認めるような実証実験をする予定だ。その時点では接種証明書はないため、確認には「接種済み証」やPCR検査などの
「陰性証明」の提示を求める見込みだ。こうした実験に使う既存の文書とは別に、公式の接種証明書を国内向けに発行する。原則としてスマホで利用する方針だ。
スマホを使わない高齢者らへの対応は検討中で「接種済み証」などを代用してもらう案が出ている。スマホ向けはオンラインで本人を証明する機能がある。国のワ
クチン接種記録システム（VRS）につなげて情報を共有する。利用者はアプリを通じて発行を申請する。マイナンバーカードを読み取って4桁の暗証番号を入力す
る。地方自治体の窓口に赴く必要なく、すぐに利用できるようになる。発行されれば、スマホのアプリに表示するQRコードが接種証明書になる。生年月日などの本
人情報や接種歴の情報を表示する。偽造防止の電子署名もつく。国内向けの仕組みができあがれば、海外渡航用の接種証明書もスマホに搭載できるようにす
る。政府はスマホの接種証明書とは別に、ネットで接種情報を確認するシステムをつくる。接種券番号と生年月日を入力すると、国のVRSから最終接種日や接種
回数の情報が返ってくる仕組みだ。飲食店の予約サイトなどで活用できるようにする。民間企業が同システムを利用すれば、接種済み証や接種証明書がなくても
その場で接種済みの人と確認できる。デジタル庁の担当者は「12月前に開始できる」と話す。仕様案を公開し、事業者や個人から意見を募る。

ドイツ、日本の「ハイリスク地域」指定を解除　　（TRAICY　9/25付）
ドイツ政府は9月24日、日本に対する「ハイリスク地域（Hochrisikogebiet）」の指定を解除すると発表した。これにより、9月26日午前0時から、日本からドイツへの入
国にあたり、デジタル入国登録（DEA）や隔離義務は撤廃される。新型コロナウイルスの検査証明書やワクチン接種証明書、快復証明書のいずれかの証明書提示
義務は有効となる。入国制限解除対象国には指定されておらず、一部の入国制限は維持される。ドイツを含めたシェンゲン協定国内の長期滞在許可を所持してい
る人や短期商用目的での渡航は、一定の条件を満たす場合には例外的に入国できる。ワクチン接種から14日を経過している人も、観光や商用目的での短期滞在
による入国ができる。

スイスが日本からの入国再規制　　（産経新聞　9/25付）
スイス政府は２４日、日本からの入国を規制する措置を２７日から再導入すると決定し、観光などが目的の査証（ビザ）なし短期滞在者の入国が原則として認めら
れないことになった。新型コロナウイルスワクチンの接種完了者や感染後に回復した人、長期滞在許可の保持者は対象外。スイスは６月下旬に入国制限対象国
から日本を除外し、ウイルス検査の陰性証明があれば日本からの観光目的での訪問が可能となっていた。

ベトナム航空（HVN/VN）は、9月21日から開始した日本発のベトナム2都市行き片道便について、成田線の増便と関西線の運航開始を11月中旬に後ろ倒しする。2
空港からホーチミンとハノイ行きを運航するもので、日本を含む外国籍の人向けに運航し、ベトナム人は原則利用できない。また、多くの便でエコノミークラスを設定
せず、ビジネスとプレミアムエコノミーの2クラスのみ利用できる。21日から開始した成田発ホーチミン行きは週1便で、11月9日までは火曜のみ運航する。翌週の16
日からは火曜に加え、木曜と土曜も運航。当初は水曜と金曜を含めた週5便を計画していたが、変更後は週3便となる。9月22日に開始する成田発ハノイ行きも週1
便で、11月10日までは水曜のみ運航する。翌週の17日からは土曜と日曜も運航し、週3便となる。運航スケジュールは、増便後のハノイ行きのみ変更する。ハノイ
行きVN311便は成田を午前10時35分に出発し、午後2時35分に到着する。ホーチミン行きと増便前のハノイ行きは変更なし。ホーチミン行きVN301便は午前10時55
分に成田を出発し、午後3時15分着。11月10日までのハノイ行きは成田を午前10時35分に出発し、午後1時55分に到着する。関空発は成田同様、ホーチミンとハノ
イ行きを運航する。当初、冬ダイヤ期初からを計画していたが、木曜と日曜の週2便運航するホーチミン行きは11月18日から、日曜のみ週1便のハノイ行きは21日
から開始する。運航スケジュールは、ハノイ行きのみ変更する。変更後の運航スケジュールは、ハノイ行きVN331便は午後1時25分に関空を出発し、午後4時35分
に着く。ホーチミン行きは変更なし。ホーチミン行きVN321便は関空を午前11時20分に出発し、午後2時40分に到着する。増便前の成田2路線には、ボーイング787-
9型機（3クラス274席：ビジネス28席、プレミアムエコノミー35席、エコノミー211席など）かエアバスA350-900型機（3クラス305席：ビジネス29席、プレミアムエコノミー
36席、エコノミー240席など）を投入。増便後はA350で運航する。関空2路線にもA350を投入する。日曜の成田発ハノイ行きと火曜の成田発ホーチミン行きを除きエ
コノミーを設定せず、ビジネスとプレミアムエコノミーの2クラスのみ利用できる。関空発はいずれもエコノミーを設定しない。予約は各旅行代理店で受け付ける。1便
あたり10人以上の予約があった場合に運航し、入国書類がそろった段階で、ベトナム航空がベトナム民間航空局（CAAV）に着陸許可を申請する。ベトナム航空に
よると、新型コロナウイルスの流行後に同社便を含めベトナム行きの直行便が運休となっていることから、関空発が好調だという。

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。

【フィリピン】セブパシ航空、10月から中部・関西便を増便　　（NNA　9/27付）
フィリピンの格安航空会社（ＬＣＣ）セブ・パシフィック航空は、10月から首都マニラと日本の主要都市を結ぶ路線で増便する。中部は10月２日から、関西は同４日か
ら、それぞれ週２便を運航する。 　現在はマニラ発着の成田便を週３便、中部、関西には週１便を運航している。11月２日からは福岡便の運航も再開する。日本以
外の国際線では、９月30日からアラブ首長国連邦（ＵＡＥ）ドバイ便、10月４日からマレーシアのクアラルンプール便も再開する。フィリピン航空（ＰＡＬ）も、10月下旬
までに日本の中部や福岡を含む９路線での増便を計画している。

ルフトハンザ、東京/羽田・大阪/関西〜ミュンヘン線を運休　　（TRAICY　9/27付）
ルフトハンザ・ドイツ航空は、東京/羽田・大阪/関西〜ミュンヘン線の運休を決めた。新型コロナウイルスの影響により運休中で、運航再開予定日は度々延期され
ていた。すでに名古屋/中部〜フランクフルト線の運休を決めている。ルフトハンザ・ドイツ航空の日本路線は、東京/羽田〜フランクフルト線のみとなる。2022年1月
16日まで週5便を運航する。このほかに、ルフトハンザグループのスイス・インターナショナル・エアラインズが東京/成田〜チューリッヒ線、オーストリア航空が東京/
成田〜ウィーン線を運航している。

キャセイパシフィック航空、エコノミークラスで新運賃体系導入   （TRAICY　9/24付）
キャセイパシフィック航空は、エコノミークラス運賃を刷新し、ライト、エッセンシャル、フレックスの3つの運賃体系を導入する。ライトは、受託手荷物1個が含まれて
おり、座席指定や追加受託手荷物は購入する必要がある。エッセンシャルは、受託手荷物2個や座席指定も含まれ、マイルでのアップグレードなども可能。フレック
スはエッセンシャルの内容に加え、予約変更が自由にできる。いずれの運賃でもクラブポイントとマイルは獲得できる。運賃体系の変更に伴い、受託手荷物を従量
制から個数制に変更する。機内持ち込み手荷物は7キロまでのもの1個までとする。9月28日からマレーシア・韓国・台湾発の航空券で導入し、その後は6か月かけ
て他の国・地域にも拡大する。2022年第1四半期には香港発の航空券にも導入する。

タイ国際航空、冬期間の日本線運航計画発表　羽田線は1月再開　　（TRAICY　9/24付）
タイ国際航空は、冬スケジュール期間中の日本路線の運航計画を発表した。大阪/関西〜バンコク線を週5便、東京/成田・名古屋/中部〜バンコク線を週4便運航
する。2022年1月1日から、東京/羽田〜バンコク線の運航を週3便で再開する。現段階では、タイへの入国には大使館で入国許可証（COE）の取得が必要となる。
取得ができない場合には1週間前の午後3時までにコールセンターに相談する必要がある。
■ダイヤ：　TG643　東京/成田（11：45）〜バンコク（17：05）／火・水・金・日、TG642　バンコク（23：55）〜東京/成田（07：40+1）／月・火・木・土、TG683　東京/羽田
（10：35）〜バンコク（15：40）／水・金・日（2022年1月2日〜）、TG682　バンコク（23：15）〜東京/羽田（06：55+1）／火・木・土（2022年1月1日〜）、TG623　大阪/関西
（11：00）〜バンコク（15：45）／月・木・金・土・日、TG622　バンコク（23：59）〜大阪/関西（07：20+1）／水・木・金・土・日、TG645　名古屋/中部（11：00）〜バンコク
（15：40）／水・木・金・日、TG644　バンコク（00：05）〜名古屋/中部（07：30）／水・木・金・日

「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）

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。

ベトナム航空、成田発増便11月に後ろ倒し　関空発はエコノミー設定なし　　（Aviation　Wire　9/21付）

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）



（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）

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〜）

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。

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。

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。

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。

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。

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

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。



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

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。

（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）

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）

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）

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）

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。

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。

香港、入国規制緩和取りやめ　　（TRAICY　8/19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。


