
【アジア・オセアニア・中近東ダイジェスト版】  2021年 04⽉27⽇更新 
 

新型コロナウイルスにおける各国の入国制限 
 

⽇本帰国時の検疫体制強化について 
全ての国・地域から入国される全ての方には、入国の前後で以下の対応をお願いします。 

□出国前 72 時間以内の検査証明を取得すること 

□検疫所長が指定する場所（自宅など）で入国（検体採取日）の次の日から起算して 14 日間待機する滞在場所を確保すること 

□新型コロナウイルス変異株流行国・地域（英国、南アフリカ、イタリア、オランダ、ドイツ、フランスその他の対象国はこち

ら）に過去 14 ⽇以内の滞在歴がある方は、検疫所の確保する宿泊施設等で入国後 3 ⽇間の待機後、3 ⽇目（場合によっては

6 ⽇目も）に検査を実施 

□到着する空港等から、その滞在場所まで公共通機関を使用せずに移動する手段を確保すること 

□入国後に待機する滞在場所と、空港等から移動する手段を検疫所に登録すること 

□新型コロナウイルスの検査を受けること 

□検査結果が出るまで、原則、空港内のスペース又は検疫所が指定した施設等で待機すること 

＊到着から検査結果判明まで１～３時間程度ですが、再検査をするなど状況によっては到着の翌日に判明する場合があり、その

後、入国の手続きになります。 

□入国時には、誓約書を提出していただきます。詳細はこちらをご覧下さい。また、厚生労働省が指定する接触確認アプリ

（COCOA）、ビデオ通話アプリのインストールが必要になります。詳細はこちらをご覧下さい。 

すべての対象国において、ビジネストラック・レジデンストラックは一時停止中です。 

⇒厚生労働省 水際対策の抜本的強化に対するＱ＆Ａはこちら 

（※注）○→可（大きな制限なし） △→条件付きで可 ×→いかなる場合も不可 

国（地域名） 
入国可否 
（※注） 

⽇本人に対する入国制限措置・入国後の行動制限措置 

韓 国 

在韓国⽇本国大使館ホ－ムペ－ジ 

△ 

査証免除措置と既に発給された査証の効力を停止。新規に査証発給申請を行い、

許可を受ければ入国可。出国前 72 時間以内に発給された PCR 陰性確認書の提出

を義務付。入国者は健康状態質問書等の提出、発熱チェック、自己診断アプリイ

ンストール等が求められ、入国後 1日以内の PCR検査の受検及び 14日間の自宅、

施設での隔離が義務付。変異株対策として、隔離解除前に追加の PCR検査実施。 

中 国 

在中国⽇本国大使館ホームペ－ジ 

△ 

査証免除措置を一時的に停止。発行済の有効な査証も停止。新たに取得する査証

で入国、中国の商務等の有効な居留許可を有する者の入境は可。居留許可の有効

期限が過ぎている場合当該居留許可と関連資料にて査証申請可能。（入国後の手

続きについてはこちら。）12/1より搭乗 2日前以内に新型コロナウイルス PCR検

査陰性証明・抗体検査を行い、ダブル陰性証明の取得要。詳細はこちら。 

香 港 

在香港⽇本国総領事館ホ－ムペ－ジ 

△ 

すべての非香港居民の入境を禁止。但し査証を事前に取得し入境する場合、21日

間の強制検疫後に入境可。中国本土、マカオ、台湾から香港への入境は非香港居

民も可。（入境後 14日間の強制検疫要）到着日 21日前までに中国本土、マカオ、

台湾以外の国に 2 時間以上滞在歴のある者は、指定検疫ホテルで 21 日間の強制

検疫が必要。※航空機搭乗日及びその 21 日前以内に英国、南アフリカ、ブラジ

ル、アイルランドに 2 時間以上滞在歴のある者は、香港行き航空機への搭乗不

可。香港国際空港は、同一航空券での搭乗に限り 24時間以内のトランジット可。

但し、中国本土行きのトランジットは不可。 

台 湾 

(公財)⽇本台湾交流協会ホ－ムペ－ジ 

△ 
3/1から、全ての国からの渡航者は、観光や一般的な訪問以外の滞在目的の場合、

台湾在外事務所に「特別入境許可」を申請し、許可を得れば渡航が可能。出発前

3日以内の PCR検査陰性報告の提示、14日間の自宅・指定ホテル等での隔離の対

象となり、自宅又は指定地点からの外出、公共交通機関の利用は認められない。 

インド 

在インド⽇本国大使館ホ－ムペ－ジ 
△ 

観光目的以外での入国は可能。出発前 72 時間以内に実施された PCR 検査の陰性

証明書と同証明書が真正であることの誓約書をポータルサイトからオンライン

で提出する必要がある。また、到着後 14 日間は自宅等での自主隔離又は健康の

セルフモニタリングが必要となる。 

インドネシア 

在インドネシア⽇本国大使館ホ－ムペ－ジ 
△ 

一時滞在・定住許可の保持者を除く外国人の入国禁止。トランジットも不可。到

着後体温測定、e-HAC に入力済の出発前 72 時間以内に検体採取されたＰＣＲ検

査陰性証明書・健康証明書の確認に加え、PCRの再検査実施。その後政府認定宿

泊施設で自費待機。5日間の隔離後再 PCR検査を受検し陰性の場合移動可。 

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/covid19_qa_kanrenkigyou_00001.html#Q1-1
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/covid19_qa_kanrenkigyou_00001.html#Q1-1
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00209.html
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00250.html
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/covid19_qa_kanrenkigyou_00001.html#Q1-1
https://www.kr.emb-japan.go.jp/people/safety/covid19_kr_immigration.html
https://www.cn.emb-japan.go.jp/itpr_ja/00_000384.html
https://www.cn.emb-japan.go.jp/itpr_ja/00_000440.html
http://www.china-embassy.or.jp/jpn/sgxw/t1836108.htm
https://www.hk.emb-japan.go.jp/itpr_ja/index.html
https://www.koryu.or.jp/
https://www.in.emb-japan.go.jp/Japanese/Corona_alerts_j.html
https://www.id.emb-japan.go.jp/shingatahaien_oshiraseichiran.html


 

国（地域名） 
入国可否 
（※注） 

⽇本人に対する入国制限措置・入国後の行動制限措置 

シンガポ－ル 

在シンガポ－ル⽇本国大使館ホ－ムペ－ジ 
△ 

長期ビザ保持者等以外日本からの入国不可。渡航者は出国前 72 時間以内の PCR

検査受検と入国時空港での検査が必要。入国後 14 日間指定施設で隔離（自己負

担）隔離終了前再受検要（自己負担）。過去 14日間英国、南アフリカに滞在歴の

ある者は入国、トランジット禁止。短期渡航入国者は新型コロナウイルス感染症

に感染した場合の治療費等を保障する旅行保険への加入義務有。 

タ イ 
在タイ⽇本国大使館ホ－ムペ－ジ 

△ 

入国前に、入国許可証、出国前 72時間以内の RT-PCR検査による英文の陰性証明

書、コロナ感染関連疾病の治療費を含む医療保険等の取得、出国前に追跡アプリ
（ThailandPlus）のダウンロード、入国後は 10 日間の政府指定施設での隔離、
隔離中の 2回の PCR検査の受検等の防疫措置を取ることが必要。 

※タイ入国 14日前までに発行のワクチン接種証明書所持者の隔離期間は 7日 

フィリピン 

在フィリピン⽇本国大使館ホ－ムペ－ジ 

✕ 

全ての在外公館で新規査証発給を停止中。また、4/30まで外国人の入国を停止。

外交官や長期滞在者等のビザ所持者に限り入国可。入国時及び入国 5日後に PCR

検査を受けるとともに、検査結果が陰性の場合、国内目的地に移動し、14日間の

隔離期間の残りを当該地域の緊急対応チームの監督の下過ごすことを求める。 

ベトナム 

在ベトナム⽇本国大使館ホ－ムペ－ジ 
△ 

日本から観光目的での短期滞在の入国は不可。現在、日本国籍の方がベトナムに

入国可能なのは、ベトナム駐在員及びその家族、ビジネス目的の方のみ。 

マレーシア 

在マレーシア⽇本国大使館ホ－ムペ－ジ 
✕ 

外国人渡航者の入国は原則禁止。例外として、長期滞在査証保有者や技術的ポス

トにある企業職員・技能労働者及びその扶養家族・使用人、既存の留学生及び医

療ツーリズム目的の渡航者について、条件付で入国を許可。 

ミャンマ－ 

在ミャンマ－⽇本国大使館ホ－ムペ－ジ 

✕ 

4/30まで商用旅客航空便の着陸を禁止。陸路での出入国も禁止。政府事業や経済

活動等を目的とする場合、条件付きで外国政府関係者及びビジネス関係者への査

証発給を再開し、入国を許可。但し現在、商用旅客航空便の着陸は禁止中の為、

日本人の入国は、ミャンマー人の自国帰還のための臨時便への同乗に限り可能。 

オ－ストラリア 

在オーストラリア⽇本国大使館ホ－ムペ－ジ 

✕ 
豪州人、豪州永住者、その直近家族及び同国在住のニュージーランド人を除き全

ての者の入国を禁止（乗継便予約済で空港を出ない７2時間以内のトランジット

は可。) 出発前 72時間以内の PCR検査（陰性証明）が必要。 

ニュ－ジ－ランド 

在ニュージーランド⽇本国大使館ホ－ムペ－ジ 

✕ 
自国民・その家族等を除き、原則外国人の入国を禁止。船舶による入国も禁止。

オークランド国際空港のみ、空港を出ることなく 24 時間以内に乗り継ぐなどの

条件を満たす場合は乗り継ぎ可能。  

アラブ首長国連邦 

在アラブ首長国連邦⽇本国大使館ホ－ムペ－ジ 

△ 

ドバイへの入国は、出発前 72 時間以内の PCR 検査陰性証明要。ドバイに入国せ

ず第三国に渡航する者は、最終目的地が不要とする場合 PCR検査陰性証明の携行

不要。アブダビ空港でのアライバル査証の入国措置再開。アブダビへの入国者は、

出発前 96 時間以内に受検した PCR 検査陰性証明書要。日本からアブダビ入国時

リストバンドの装着、10日間の隔離措置が免除。ＰＣＲ検査は入国時アブダビ空

港での実施及び入国後 6日目と 12日目に実施。 

エジプト 

在エジプト⽇本国大使館ホ－ムペ－ジ 

△ 
現在カタール国籍者を除くいかなる国からの来訪者に対しても入国制限はない。

9/16より、出発時刻前 96時間以内に実施した PCR検査による陰性証明が必要。 

 

※各国の出入国制限は随時変更されており、十分な告知期間なしで施行される場合もありますのでご注意ください。また上記の内容は新型コロ

ナウイルスに関する各国の入国制限事項について⽇本外務省、各政府機関および航空会社のウェブサイトからの情報をもとに最小限の情報提

供を目的としたものであり、お客様の出国/入国を保証するものではありません。最新情報、情報の詳細は必ず各自でご確認ください。 
 

 
三喜トラベルサービス㈱ (KNT-CT ホールディングスグループ） URL: https://www.icic.co.jp 

  

 

 
✈✈⽇系航空会社の運航状況✈✈  

～新型コロナウイルス肺炎の影響に伴い一部運休・減便等が発生いたしております!!～ 

⇒⽇本航空（JAL）運航状況 東アジアはこちら 東南・南アジアはこちら オセアニアはこちら 

⇒全⽇空(ANA)運航状況はこちら  ※状況により変更となる可能性がございますので、予めご了承くださいませ。 
 

【本社】 

〒170-0004 東京都豊島区北大塚 1-13-4 

オーク大塚ビル 5 階 

TEL 03-5980-6262 FAX 03-5980-6266 

 
              

 

【福岡営業所】 

〒812-0024 福岡市博多区綱場町 1-1  

Ｄ-ＬＩＦＥＰＬＡＣＥ呉服町 8 階 
TEL 092-281-4851 FAX 092-281-4852 

 
              

 

https://www.sg.emb-japan.go.jp/itpr_ja/covid19.html
https://www.th.emb-japan.go.jp/itpr_ja/covid2019-index.html#covid2019-2
https://www.ph.emb-japan.go.jp/itpr_ja/index.html
https://www.vn.emb-japan.go.jp/itpr_ja/corona_information.html#a-3
https://www.my.emb-japan.go.jp/itpr_ja/my_seigen.html
https://www.mm.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html
https://www.au.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html
https://www.nz.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html
https://www.uae.emb-japan.go.jp/itpr_ja/Covid-19.html
https://www.eg.emb-japan.go.jp/itpr_ja/r_covid19.html#入国制限
https://www.icic.co.jp/
https://www.jal.co.jp/jp/ja/info/2021/inter/210501_06/
https://www.jal.co.jp/jp/ja/info/2021/inter/210501_04/
https://www.jal.co.jp/jp/ja/info/2021/inter/210501_05/
https://www.anahd.co.jp/ja/jp/topics/notice200206/


【北米・中南米・ヨーロッパ ダイジェスト版】 2021 年 4⽉27⽇更新 
 

新型コロナウイルスにおける各国の入国制限 
 
⽇本帰国時の検疫体制強化について 
全ての国・地域から入国される全ての方には、入国の前後で以下の対応をお願いします。 

□出国前 72 時間以内の検査証明を取得すること 

□検疫所長が指定する場所（自宅など）で入国（検体採取日）の次の日から起算して 14 日間待機する滞在場所を確保すること 

□新型コロナウイルス変異株流行国・地域（英国、南アフリカ、イタリア、オランダ、ドイツ、フランスその他の対象国はこち

ら）に過去 14 ⽇以内の滞在歴がある方は、検疫所の確保する宿泊施設等で入国後 3 ⽇間の待機後、3 ⽇目（場合によっては

6 ⽇目も）に検査を実施 

□到着する空港等から、その滞在場所まで公共通機関を使用せずに移動する手段を確保すること 

□入国後に待機する滞在場所と、空港等から移動する手段を検疫所に登録すること 

□新型コロナウイルスの検査を受けること 

□検査結果が出るまで、原則、空港内のスペース又は検疫所が指定した施設等で待機すること 

＊到着から検査結果判明まで１～３時間程度ですが、再検査をするなど状況によっては到着の翌日に判明する場合があり、その

後、入国の手続きになります。 

□入国時には、誓約書を提出していただきます。詳細はこちらをご覧下さい。また、厚生労働省が指定する接触確認アプリ

（COCOA）、ビデオ通話アプリのインストールが必要になります。詳細はこちらをご覧下さい。 

すべての対象国において、ビジネストラック・レジデンストラックは一時停止中です。 

⇒厚生労働省 水際対策の抜本的強化に対するＱ＆Ａはこちら 

（※注）○→可（大きな制限なし） △→条件付きで可 ×→いかなる場合も不可 

国（地域名） 
入国可否 
（※注） 

⽇本人に対する入国制限措置・入国後の行動制限措置 

アメリカ 

在米国⽇本国大使館ホームページ 
△ 

フライト出発前 3日以内に取得した新型コロナウイルスの陰性証明書が必要。また、

渡米後 3～5日以内の検査が推奨され、検査結果が陰性でも 7日間、検査を受けない

場合は 10 日間の自主隔離が求められている。ワクチン接種完了者（2 回接種型の 2

回目接種後 2週間経過）も 3～5日以内に検査を受けることを推奨。 

ハワイ 

ハワイ州観光局ホームページ 
△ 

健康状態等をオンライン登録し発行される QRコード提示、及び渡航者が搭乗する

ハワイ行き航空便出発前の 72時間以内にハワイ州指定医療機関で行った COVID-19

検査の陰性結果証明書を到着時に提示する場合、10日間の自己検疫義務を免除。 

(※到着後、島間移動を伴う場合各島によって到着時のプロセスが異なる。) 

カナダ 

在カナダ⽇本国大使館ホ－ムペ－ジ 

△ 

米国・永住者、カナダ市民及び永住者の近親者等資格がある場合のみ入国可能。例外

的に入国する者は、到着時に自費で新型コロナウイルス検査を受け検査結果が出る

まで 3日間政府指定ホテルでの隔離を行い、さらに 14日間の隔離期間終了後に再度

検査が実施される。空路で入国する 5 歳以上の全ての者に対して、カナダへのフラ

イト出発の 72時間以内に受検した PCR検査の陰性証明書提示も義務付けられる。 

メキシコ 

在メキシコ⽇本国大使館 
△ 

日本からの到着便に限定する形でのメキシコへの入国制限は行われていないが、ア

メリカ経由は基本的に不可。メキシコの感染危険情報レベルは「レベル 3（渡航中

止勧告）」。不要不急の理由がない場合、メキシコへの渡航は避けることを推奨。 

ブラジル 

在ブラジル⽇本国大使館ホ－ムペ－ジ 
△ 

搭乗前 72時間以内に実施された PCR検査陰性証明及び健康であることの誓約書の航

空会社への提示が義務化。必要に応じてビザを所有などの入国条件を満たしている

場合に限り空路入国及びパラグアイからブラジルへの陸路による入国が可能。異変

種感染拡大にともない、イギリス・南アフリカからの入国の場合は規制措置がある。 

イギリス 

在英国⽇本国大使館ホ－ムペ－ジ 
△ 

入国前 48時間以内に滞在先等のオンライン申請が必要。渡航 3日前以降に受検した

コロナウイルス陰性証明書の提示が義務化、日本を含む一部の国からの入国に対す

る自己隔離免除措置が一時停止、10 日間の自己隔離が必要。入国 2 日目と 8 日目の

検査（自費）の受検も必要。なお、入国から 5日間経過以降、任意で検査を受けて陰

性だった場合に、自己隔離を終了できる制度を選択可能。 

イタリア 

在イタリア⽇本国大使館ホ－ムペ－ジ 
△ 

誓約書で渡航目的が証明される場合を除き入国を禁止。例外的に入国する場合、入国

前 48時間以内の検査証明書類の提示要。また入国後、10日間の自己隔離、隔離後の

検査義務。 

オーストリア 
駐⽇オーストリア大使館ホームページ △ 

日本からの入国は、出張等職業の目的で渡航する者、オーストリアやＥＵ等の長期

滞在者等を除いて拒否する。 

 

 

 

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/covid19_qa_kanrenkigyou_00001.html#Q1-1
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/covid19_qa_kanrenkigyou_00001.html#Q1-1
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00209.html
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00250.html
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/covid19_qa_kanrenkigyou_00001.html#Q1-1
https://www.us.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html
https://www.allhawaii.jp/htjnews/4084/
https://www.allhawaii.jp/covid19/process/
https://www.ca.emb-japan.go.jp/itpr_ja/Covid19_20200330.html
https://www.mx.emb-japan.go.jp/itpr_ja/covid.html
https://www.br.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html
https://www.uk.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html
https://www.it.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html
https://www.bmeia.gv.at/ja/oeb-tokio/


国（地域名） 
入国可否 
（※注） 

⽇本人に対する入国制限措置・入国後の行動制限措置 

オランダ 

在オランダ⽇本国大使館ホ－ムペ－ジ △ 
政府が指定する「安全な国」以外の国（日本含む）からの入国は、自国民、Ｅ

Ｕの滞在許可を有する者等を除き原則禁止。EU・シェンゲン域内からオランダ

に渡航する場合、入国は禁止されていないが、政府が指定する安全国以外の国

から渡航する場合には、渡航前の陰性証明、入国後10日間の自己隔離が必要 

スペイン 

在スペイン⽇本国大使館ホ－ムペ－ジ 
△ 

日本は入国制限解除対象国より除外。豪州、ニュージーランド、ルワンダ、シ

ンガポール、韓国、タイ、中国以外のＥＵ・シェンゲン域外からの渡航者の入

国を禁止。但しＥＵ・シェンゲン域内国の居住者、これらの国から発給された

長期査証を有する者で、当該国に向かう者の入国は可。5/9まで、日本からに例

外的に入国する際、到着前72時間以内のPCR陰性証明書の提示を義務付け。 

チェコ 

チェコ共和国大使館ホームページ 

△ 

現在日本は最感染危険国のため、日本からの入国は原則禁止。ただし、チェコ及

び EU 諸国の長期査証等 2020 年 5/11 以降発給された短期滞在査証等を有する人

の入国は、例外として認められている。その場合でも入国前の電子版入国フォー

ム記入、出国前 72 時間以内の PCR 陰性証明書、入国後 5 日目以降 2 度目の PCR

検査受検、入国から 14日間、FFP2、N95等の特殊マスクの着用要。 

デンマ－ク 

在デンマ－ク⽇本国大使館ホ－ムペ－ジ 
△ 

国外に居住する外国人は原則として入国禁止。人道的理由により渡航する者等は

許可。出国前２４時間以内（5/1より 48時間以内）の陰性証明書提示、入国時に

空港内で無料の検査を受検、入国後１０日間の自己隔離要。（入国後早くとも４

日後に受けたＰＣＲ検査の結果が陰性であれば隔離を中断することが可能。） 

ドイツ 

在ドイツ⽇本国大使館ホ－ムペ－ジ 
△ 

日本からの入国は原則不可。（ドイツ、EU加盟国及びシェンゲン協定適用国国籍

者並びにその配偶者等を除く。）ただし、ドイツ内務省が定める重要かつ必須な

渡航理由を有していることを証明できる場合は、例外的に入国が認められる。航

空機で入国（トランジット含む）する場合、入国前 48 時間以内に検体採取され

たコロナ検査陰性証明書の提示が必要。（英語、独語、仏語のいずれかで記載） 

ハンガリー 

在ハンガリー⽇本国大使館ホームページ 
△ 

9/1から例外を除き日本人を含む全外国人の入国を禁止する。商用目的で入国す

る者（文書等により商用である事を証明する必要有）、ハンガリー国籍保有者の

家族、永住権を有する者、その家族等入国は許可する。 

フィンランド 

在フィンランド⽇本国大使館ホ－ムペ－ジ 
△ 

フィンランド国籍者及びフィンランド在留外国人を除き、日本を含む複数の対象

国からの入国を原則禁止。ただし医療従事者等一部の職務従事者は入国を許可さ

れるが、14日間の自主検疫を勧告する。事前にオンライン申請フォームの入力、

PCR検査結果のアップロード要。 

フランス 

在フランス⽇本国大使館ホ－ムペ－ジ 

△ 
3/12 以降日本を含む 7 カ国からの出入国が緩和されている。国際移動理由証明

書、搭乗前 72時間以内の PCR検査陰性証明書（11歳以上）、7日間の自主隔離及

び終了時の RT-PCR検査実施等に関する誓約書が必要。 

ベルギ－ 

在ベルギ－⽇本国大使館ホ－ムペ－ジ 
△ 

必要不可欠な理由のある者以外渡航を禁止。渡航時は、渡航 48 時間前までの渡

航者追跡フォームへの入力、宣誓書又は必要不可欠な渡航であることを示す証明

書の携行、日本出発 72 時間前以内に受検した PCR 陰性証明書、到着後の PCR 検

査受検、入国後 7日間の隔離要。 

ロシア 

在ロシア⽇本国大使館ホ－ムペ－ジ 
○ 

往来制限が緩和された国からの定期便での入国可。これらの国からの経由便も利

用可能。それに伴いロシアに入国する日本国籍者、日本に定住する外国人に対す

る査証発給を再開。既に有効なロシア査証所持の場合、それぞれの査証条件に従

って入国可。渡航前 3日以内に受けた PCR検査陰性証明要。労働活動実施の為入

国する外国人（同伴家族含）は入国後 14日間の自己隔離義務有。 
 

※各国の出入国制限は随時変更されており、十分な告知期間なしで施行される場合もありますのでご注意ください。また上記の内容は新型コロ

ナウイルスに関する各国の入国制限事項について⽇本外務省、各政府機関および航空会社のウェブサイトからの情報をもとに最小限の情報提

供を目的としたものであり、お客様の出国/入国を保証するものではありません。最新情報、情報の詳細は必ず各自でご確認ください。 
 

  
三喜トラベルサービス㈱ （KNT-CT ホールディングスグループ） URL: https://www.icic.co.jp 

 
 

 
✈✈⽇系航空会社の運航状況✈✈  

～新型コロナウイルス肺炎の影響に伴い一部運休・減便等が発生いたしております!!～ 

⇒⽇本航空（JAL）運航状況 北米はこちら 欧州はこちら ハワイ・グアムはこちら 

⇒全⽇空(ANA)運航状況はこちら  ※状況により変更となる可能性がございますので、予めご了承くださいませ。 
 

【本社】 

〒170-0004 東京都豊島区北大塚 1-13-4 

オーク大塚ビル 5 階 

TEL 03-5980-6262 FAX 03-5980-6266 

 
              

 

【福岡営業所】 

〒812-0024 福岡市博多区綱場町 1-1  

Ｄ-ＬＩＦＥＰＬＡＣＥ呉服町 8 階 
TEL 092-281-4851 FAX 092-281-4852 

 
              

 

https://www.nl.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html
https://www.es.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html
https://www.mzv.cz/tokyo/ja/index.html
https://www.dk.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html
https://www.de.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html
https://www.hu.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html
https://www.fi.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html
https://www.fr.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html
https://www.be.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html
https://www.ru.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html
https://www.icic.co.jp/
https://www.jal.co.jp/jp/ja/info/2021/inter/210501_02/
https://www.jal.co.jp/jp/ja/info/2021/inter/210501_03/
https://www.jal.co.jp/jp/ja/info/2021/inter/210501_07/
https://www.anahd.co.jp/ja/jp/topics/notice200206/

