
JAL国際線の取り組み
日本航空では、皆さまに安心してご渡航いただくための取り組みを続けております。
ぜひ安心で快適なJAL便のご利用をご検討ください。
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国・地域
入国時の

ワクチン接種要否
ワクチン接種者*1の

隔離有無
渡航上の注意点*2

米国
(ハワイ・グアム含む)

要 なし 陰性証明要。入国3-5日後に一度COVID19検査が必要。

カナダ 不要 なし 陰性証明要。ワクチン接種完了者は入国条件が緩和される。

イギリス 不要 なし
陰性証明要だが、英国政府が認める有効なワクチン接種証明書を所持する場合は不要。
隔離不要だが、入国後２日目までに一度COVID19検査が必要。

フランス 不要 なし
陰性証明要だが、カテゴリーgreen(日本含む）のワクチン接種完了者は不要。
隔離不要だが、衛生パスが無いと公共交通機関を利用できない。

ドイツ 不要 なし 陰性証明要だが、ワクチン接種証明書での代用可。

フィンランド 要 なし ワクチン未接種で入国できる外国籍は限定的。国際線乗り継ぎの場合は不問。

ロシア 不要 なし 陰性証明要。

中国 不要 あり
ワクチン接種は必須ではないが、健康コードの取得要件に影響する。
隔離期間・条件は各省の定めによる。

香港 要 あり
陰性証明要。指定ホテルで14泊強制隔離、4度検査実施。
さらに7日間の自己観察、2度検査実施。

台湾 不要 あり 陰性証明要。14日間隔離あり。

フィリピン 不要 あり 陰性証明ならびにワクチン接種完了が施設隔離免除要件となる。

マレーシア 不要 あり 陰性証明要。ワクチン接種完了者は隔離期間10日間⇒7日間へ緩和措置あり

タイ 不要 なし 陰性証明要。ワクチン接種完了は隔離免除要件の一つとなっている。

インドネシア 要 あり 陰性証明要。ワクチン接種完了者はホテル隔離期間が5日間⇒3日間へ緩和措置あり。

インド 不要 なし 陰性証明要。

日本 不要 あり 陰性証明要。ワクチン接種完了者は自主待機期間14日間⇒10日間へ緩和措置あり。

*1：ワクチン接種者としての認定要件は各国により異なります。詳細は各国大使館へご確認ください。
*2：詳細は各国大使館へご確認ください。

<日本居住の日本国籍の人が渡航する場合> ※下記の情報は2021年11月16日時点での情報となります。最新情報はご渡航前に各国大使館へご確認ください。

＜東南アジア・南アジア＞
バンコク ：週18便運航
シンガポール ：週7便運航
ジャカルタ ：週8便運航
マニラ ：週7便運航
クアラルンプール ：週3便運航
デリー ：週4便運航
ベンガルール ：週1便運航

＜北米＞
ニューヨーク ：週7便運航
ボストン ：週4便運航
シカゴ ：週7便運航
ダラス ：週7便運航
サンフランシスコ ：週7便運航
ロサンゼルス ：週10便運航
サンディエゴ ：週4便運航
シアトル ：週4便運航
バンクーバー ：週3便運航

＜欧州＞
ロンドン ：週10便運航
パリ ：週7便運航
フランクフルト ：週4便運航
ヘルシンキ ：週4便運航
モスクワ ：週1便運航

＜ハワイ＞
ホノルル ：週5便運航(年末年始は臨時便も運航)

＜東アジア＞
広州 ：週1便運航 大連 ：週4便運航
香港 ：週4便運航 台北 ：週7便運航

■各国の入国情報

JAL国際線の運航情報と各国入国情報

■JAL国際線(日本発)の12月運航計画

＜オセアニア＞
シドニー ：週3便運航
メルボルン ：週2便運航

※上記の運航状況は11月24日時点の情報です。また、一部日程で臨時便の運航や運休がございます。最新情報はJAL Webサイトをご確認ください。

国際線



対象期間 2020年12月23日～2022年1月10日(ご出発分)

対象便 JAL国際線（JAL便名JAL運航に限ります）

有効期間 JAL国際線のご搭乗日から31日間有効
*ただしお客さまの居住国内の支援はございませんので、居住国に戻った時点で失効となります。

国際線 -JAL国際線ご利用のすべてのお客さまに無償でご提供-

JALはAllianz Travelと提携し、国際線ご利用のすべてのお客さまに渡航時の新型コロナウイルス感染症陽性判定時に
医療費・検査費・隔離費用がサポートされるサービスを期間限定で無償で提供いたします。
また、世界のどの場所でも渡航先で新型コロナウイルスの感染が疑われる場合に24時間無休で相談ができる窓口を設置し、
コロナ禍における旅を全面的にサポートいたします。

◇VeriFLYご利用条件

路線：JAL国際線の以下路線(他社運航のコードシェア便は除く)

東京発(羽田・成田)→米国行(ハワイ・グアム州を除く) および
ニューヨーク・ボストン・サンディエゴ・サンフランシスコ・シアトル・ダラス・フォートワース発→東京行(羽田・成田)

アプリ：「VeriFLY」 (VeriFLYアプリのサービス提供は、アメリカのDaon社によるものです。)

対象のお客さま：4歳以上(国籍不問)
(同行者設定が可能のため、お子さまの情報などもあわせて代表者さまのアプリへご登録ください。)

運賃：すべての運賃（旅行会社発券の航空券やパッケージツアー、特典航空券も含む）

国際線 デジタル証明書「VeriFLY」導入

「VeriFLY」アプリは、無料のモバイルアプリで、新型コロナウイルス検査証明書やワクチン接種証明書など、事前にご自身で
登録した情報にもとづく渡航資格をアプリ画面に表示させることで、ご搭乗手続きをスムーズに進めることが可能となります。

詳細については、こちら(JAL Webサイト)をご参照ください。

「JALコロナカバー」提供中

◇ 24時間無休の医療・宿泊手配に関するご相談窓口をご用意(日本語対応)

◇ 渡航先での新型コロナウイルス感染症陽性判定時にかかる医療費・検査費・隔離費用をサポート

◇ 医師や保健局から濃厚接触者と判定された場合や、発熱などの疑わしい症状があり

検査や隔離を要請された場合の、陽性判定前の隔離・宿泊費用をサポート

◇ 上記のサービスは無償かつ事前申し込み不要でご提供いたします。

※サポートを受けるには事前連絡が必要です。 新型コロナウイルス感染が疑われる場合は必ずJALコロナカバーサポートにご相談ください。(お客さまご自身で費用を
お支払になった場合、後日これらの費用を申請いただくことはできません。)

「JALコロナカバー」のポイント

「JALコロナカバー」について、
動画でもご案内中！

詳細についてはこちら(JAL Webサイト)をご確認ください。

上記の情報は、2021年11月26日時点の情報に基づきます。最新の情報はJAL Webサイトでご確認ください。

JAL FlySafeの取り組み
JALグループはすべてのお客さまに安全・安心な空の旅をお届けするため、
JALの徹底した感染症対策「JAL FlySafeの取り組み」を続けてまいります。

優れた新型コロナウイルス感染症対策を実施しているエアラインに贈られる「COVID-19 Excellence Awards」が
新設され、JALの感染症対策「JAL FlySafeの取り組み」が評価されました。
SKYTRAX社の「Covid-19 Airline Safety Rating」での最高評価5スターと
APEXの「Health Safety Powered by SimpliFlying Audit」での最高評価Diamondに続き、
3つの認定を受けているのは、日本では唯一、世界でもJALを含めて7社のみです。

https://www.jal.co.jp/jp/ja/inter/verifly/
http://www.jal.co.jp/jp/ja/inter/jalcoronacover/index.html


2021年10月31日~ 羽田-伊丹線 A350 本格導入記念！

クイズに答えて航空券やA350グッズをゲットしよう！

上記の情報は、2021年11月5日時点の情報に基づきます。最新の情報はJAL Webサイトでご確認ください。

JALグループ国内線に二回乗って、応募で当たる！
JAL主催 プライベート・イブニング・パーティへご招待！

対象搭乗期間2021年11月１日(月)~2022年1月10日(月・祝)

ハッピードリーム賞
東京ディズニーランド ® 貸切パーティー招待券
2,500組5,000名様

JAL賞 JALグループ国内線 往復航空券 50名様

対象のお客さま
キャンペーン期間中、東京（羽田）発→ 北九州着線にご搭乗いただき、アンケート記
入のクーポン券をご提示いただいたお客さまに、対象のうどん商品1杯プレゼントいたします。

対象期間
第一弾：2021年11月1日(月)~11月10日(水)
第二弾：2021年11月18日(木)~11月28日(日)

◆JALに乗ってたべりぃ！資さんうどんプレゼントキャンペーン！

■キャンペーンの詳細はこちら(JAL Webサイト)

対象期間：2021年10月18日(月)～12月17日(金)

◆ステップアップマイルキャンペーン！

対象のお客さま
JALマイレージバンク（JMB）日本地区会員で対象期間中に
キャンペーン登録のうえ、東京(羽田)‐北九州線を対象運賃にて搭乗されたお客さま

対象期間 2021年10月1日(金)～12月26日(日) (ご搭乗日)

羽田空港到着のお客さまに対し、お預けいただいた荷物を当日中に宿泊先にお届けするサービスです。是非ご利用ください。

空港 ご利用可能搭乗便 内容

新千歳・伊丹・福岡空港発
羽田空港着

12時台 出発便まで
※詳細はJAL Webサイトをご確認ください。

新千歳・伊丹・福岡各空港で預け入れ／
都内もしくは舞浜ホテル受け取り
料金：1個あたり1,500円

上記以外空港発
羽田空港着

便指定はなく、
当日15：30までのお申込み

羽田空港預け入れ／都内もしくは舞浜ホテル受け取り
料金：1個あたり1,200円

国内線

東京ディズニーランド®貸切パーティーなどが当たる！

JAL ハッピードリームキャンペーン

国内線キャンペーンのご案内

キャンペーン期間中にクイズにご回答いただき、ご応募いただいた方を対象に、
JAL国内線往復航空券や、AIRBUS A350モデルプレーンなどをプレゼント！

東京(羽田)-北九州就航30周年記念キャンペーンについて

日本航空は東京ディズニーランド®のオフィシャルエアラインです。

■キャンペーンの詳細はこちら(JAL Webサイト)
↑A350ご紹介動画はこちらをクリック！

キャンペーンの詳細はこちら(JAL Webサイト)

■詳細はこちら(JAL Webサイト)

国内線 羽田空港到着のお客さま対象 手荷物当日配送サービス

キャンペーンの詳細はこちら(JAL Webサイト)

©Disney

https://www.jal.co.jp/jp/ja/dom/campaign/happydream/2021/
https://youtu.be/vdX7Ubtx44A
https://www.jal.co.jp/jp/ja/dom/special/a350-quiz/?cp=dom
https://www.jal.co.jp/jp/ja/dom/campaign/region/kkj-sukesanudon-cpn/
https://www.jal.co.jp/jp/ja/dom/baggage/samedaydelivery/
https://www.jal.co.jp/jp/ja/dom/ikouze-nippon/area/miles/hnd-kkj/?cp=dom
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JAL国際線 11月～2022年1月運航便のお知らせ

ハワイ/北米
路線

往路 復路

便名 時間 運航曜日(11~1月) 便名 時間 運航曜日(11~1月)

ホノルル*1

74
羽田発21:00
現地着09:05

火・金 12/19 73
現地発12:10

羽田着16:40(+1)
水・土 12/19

784
成田発20:30
現地着08:35

(11月)日 11/19  
(12月)水・木・日 12/18 (1月)水・日

783
現地発13:10

成田着17:20(+1)
(11月)月 11/20  

(12月)月・木・金 (1月)月・木

8782
羽田発21:30
現地着09:10

(12月)12/24,25,26,28,29,31
(1月)1/3,4,7,8,9,10

8781
現地発13:00

羽田着17:30(+1)
(12月)12/24,25,26,28,29,31

(1月)1/3,4,7,8,9,10

8792
関西発21:40
現地着09:45

12/28 1/2 8791
現地発11:00

関西着16:15(+1)
12/18,28 1/2

8794
中部発22:00
現地着09:45

12/29 1/3 8793
現地発12:00

中部着16:45(+1)
12/19,29 1/3

シカゴ
10

羽田発10:40
現地着07:25

火・木・土 9
現地発10:20

羽田着14:55(+1)
火・木・土

8010
成田発10:40
現地着07:25

月・水・金・日 8009
現地発10:20

成田着14:55(+1)
月・水・金・日

ダラス*2

12
羽田発10:55
現地着07:15

火・木・土 11
現地発11:00

羽田着15:50(+1)
火・木・土

8012
成田発10:55
現地着07:15

月・水・金・日 8011
現地発11:00

成田着15:50(+1)
月・水・金・日

ボストン 8
成田発18:30
現地着17:05

月・火・木・土 7
現地発12:00

成田着16:15(+1)
月・水・木・土

ニューヨーク
6

羽田発11:05
現地着09:50

月・火・木・土 5
現地発12:40

羽田着17:10(+1) 
月・火・木・土

8006
成田発11:05
現地着09:50

水・金・日 8005
現地発12:15

成田着16:45(+1)
水・金・日

サンフランシスコ
2

羽田発17:30
現地着09:50

水・金・日 1
現地発14:10

羽田着18:45(+1)
月・木・土

58
成田発18:10
現地着10:20

月・火・木・土 57
現地発12:15

成田着16:45(+1)
火・水・金・日

ロサンゼルス*3

16
羽田発16:25
現地着09:10

火・木・日 15
現地発12:30

羽田着17:30(+1)
月・水・金

62
成田発17:05
現地着09:50

毎日運航 61
現地発11:50

成田着16:45(+1)
毎日運航

60 69
現地発13:10

関西着18:50(+1)
土 12/5,16,21

サンディエゴ 66
成田発17:05
現地着09:45

月・火・木・土 65
現地発11:45

成田着16:45(+1)
火・水・金・日

シアトル 68
成田発18:30
現地着10:30

月・火・木・土 67
現地発12:30

成田着16:00(+1)
火・水・金・日

バンクーバー 18
成田発18:40
現地着10:45

火・木・金 17
現地発12:35

成田着16:30(+1)
水・金・土

*1：JL074、JL073：12/24～31,1/1~12は運休 JL784：12/26,29,30,1/2,5,9は運休 JL783：12/27,30,31,1/3,6,10は運休
*2： 臨時便を運航：JL8013 12/11,18 ダラス発 13:30 中部着18:55(+1) *3：臨時便を運航：JL8063 12/19 ロサンゼルス発 13:10発中部着18:25(+1)                                                                                                                    

欧州/ロシア
路線

往路 復路

便名 時間 運航曜日(11月) 運航曜日(12~1月) 便名 時間 運航曜日(11月) 運航曜日(12~1月)

ロンドン*1

41
羽田発02:45
現地着06:25

水・金・日 12/18 42
現地発09:55

羽田着06:50(+1)
水・金・日

(11/21~12/28)水・金 12/18

43
羽田発11:30
現地着15:15

毎日運航 44
現地発19:00

羽田着15:55(+1)
毎日運航

8044
現地発14:05

関西着11:20(+1)
11/21,28 (12月)日

パリ*2 45
羽田発10:55
現地着15:40

火・水・金・土・日 毎日運航 46
現地発18:55

羽田着14:45(+1)
火・水・金・土・日 毎日運航

フランクフルト*3 407
成田発11:00
現地着15:15

水・金・日 水・金・土・日 408
現地発19:40

成田着15:00(+1)
水・金・日 水・金・土・日

ヘルシンキ 47
羽田発11:35
現地着15:00

火・木・土・日 48
現地発17:40

羽田着10:10(+1)
火・水・金・日

モスクワ*4 49
羽田発17:30
現地着21:55

木 40
現地発18:25

羽田着09:55(+1)
金

*1：JL41：12/29~1/7は運休 JL42:11/21,28、12/29~1/9は運休 *2：臨時便を運航 JL8046 12/18 パリ発13:30 関西着09:35(+1)
*3：JL407/408：1/1は運休 *4：JL49：1/6は運休。1/9に運航。 JL40:1/7は運休。1/10に運航



・各国の入国条件や検疫体制は日々状況が更新されております。
ご利用のお客さまは、パスポート発給国・渡航先各国の大使館または領事館・保健機関関連情報などをご自身で必ず事前にご確認ください。
・本紙記載の情報は11月5日時点での情報です。 スケジュールは主に11月中旬のものです。また、出発/到着時刻は現地時間です。
・上記の変更内容については関係当局の認可を前提とします。
・各スケジュールは今後、追加や変更が生じる可能性がありますので、今後の最新情報については

JAL Web サイト (www.jal.co.jp/jp/ja/info/2020/other/200511/index.html#inter)をご参照ください。

東南アジア
南アジア路線

往路 復路

便名 時間 運航曜日(11~1月) 便名 時間 運航曜日(11~1月)

シンガポール
37

羽田発12:50
現地着19:30 水・金・土 36

現地発22:25
羽田着05:55(+1) 水・金・土

711
成田発18:00

現地着00:50(+1) 月・火・木・土 712
現地発08:20
成田着16:05 月・火・木・土

クアラルンプール 723
成田発11:15
現地着18:10 火・木・土 724

現地発22:50
成田着06:45(+1) 火・木・土

ジャカルタ
725

成田発10:55
現地着16:55 木・土・日 726

現地発21:25
成田着06:45(+1) 火・木・土

729
成田発17:45
現地着23:55 月・水・木・金・土 720

現地発06:35
成田着16:05 火・木・金・土・日

マニラ
745

成田発18:05
現地着22:10 毎日運航 746

現地発09:40
成田着14:55 毎日運航

8746
現地発01:05
成田着06:20 水・金・日

ハノイ 751
成田発18:00
現地着21:50

752
現地発23:55

成田着06:40(+1) 毎日運航

ホーチミンシティ
79

羽田発01:30
現地着05:50

70
現地発23:50

羽田着06:55(+1) 月・水・金

759
成田発17:45
現地着21:55

750
現地発07:50
成田着15:25 月・火・木・金・土

バンコク

31
羽田発11:20
現地着16:20 毎日運航 34

現地発22:05
羽田着05:40(+1) 毎日運航

707
成田発18:10
現地着23:35 毎日運航 708

現地発08:05
成田着15:55 毎日運航

718
現地発00:55
成田着08:45 水・金・日

727
関西発00:50
現地着05:00

728
現地発09:55
関西着17:15 月

デリー 39
羽田発11:45
現地着18:20 火・水・金・日 30

現地発19:55
羽田着06:55(+1) 火・水・金・日

ベンガルール 753
成田発18:00

現地着00:20(+1) 木 754
現地発02:40
成田着14:10 土

東アジア路線*1
往路 復路

便名 時間 運航曜日(11~1月) 便名 時間 運航曜日(11~1月)

広州 87
成田発08:45
現地着13:00 金 88

現地発14:55
成田着19:50 金

大連 829
成田発08:40
現地着11:00 火・水・木・金 820

現地発13:00
成田着17:00 火・水・木・金

香港*2 29
成田発09:55
現地着14:15

(11月)水・日
(12～1月*)火・水・土・日

*火・土：羽田→香港 水・日：成田→香港として運航

26
現地発15:35
成田着20:40 水・日

台北(松山) 97
羽田発08:35
現地着11:40 月・水・金・土・日 98

現地発15:35
羽田着19:20 月・水・金・土・日

台北(桃園) 809
成田発10:55
現地着14:10 火・木 802

現地発12:00
成田着16:05 火・木・土

オセアニア路線
往路 復路

便名 時間 運航曜日(11~1月) 便名 時間 運航曜日(11~1月)

シドニー 51
羽田発18:40

現地着06:30(+1) 火・木・日 52
現地発11:15
羽田着19:15 火・木・土

メルボルン 8773
成田発11:40
現地着23:50 (11月)月・木*1

*1：12,1月については、需要動向に応じ、臨時便JL8773(成田発メルボルン行き)の設定を検討中でございます。

*1：東アジア路線の1月17日以降の運航計画については、確定次第JALWebサイトでご案内いたします。*2：JL029：1/1,4は運休

https://www.jal.co.jp/jp/ja/info/2020/other/200511/index.html#inter


カード種別 JALカードnavi 普通カード CLUB-Aカード CLUB-Aゴールドカード プラチナ

現在実施中の入会キャンペーン入会特典 最大2,500マイル 最大3,500マイル 最大10,500マイル 最大12,500マイル 最大14,500マイル

限定入会特典(Amazonギフト券) 500円分 500円分 3,000円分 3,000円分 3,000円分

※2022年1月11日までに申し込みが完了し、2022年2月28日までにカードを発行された方が対象です。
※提携ブランドを問わず、退会後1年以内に再入会された方、既にJALカード会員の方は対象となりません（家族会員を含む）。
※限定入会特典のAmazonギフト券は、入会の翌月末にご自宅へ発送いたします。

キャンペーンには、各種条件がございます。
詳しくは右記二次元バーコードにアクセスのうえご確認ください。

本チラシ限定新規入会キャンペーンのご案内

●申込期間 ：2021年11月1日～2022年1月11日（Web受付日）
●キャンペーン内容：以下に記載の専用二次元バーコードから本会員として新規ご入会されると、現在実施中の

入会キャンペーン特典に加えて特別特典としてAmazonギフト券をプレゼントいたします。

お申し込みはこちら

読み取り後キャンペーンコードを
入力のうえお手続きください。

キャンペーンコード




