
・英国の航空会社評価機関である SKYTRAX の「COVID-19 Airline Safety Rating」で最高評価の 5 スターを獲得。
・米国の非営利団体APEXの監査「Health Safety Powered by SimpliFlying Audit」で最高評価の「Diamond」を獲得。

JALの「安全・安心の取り組み」が
アジアで初めて世界最高水準の評価をダブル受賞

JAL Times6月号では、皆様に安心してご渡航頂くためのサービス、ならびに空港・機内での感染拡大防止対策の
最新状況についてご紹介いたします。ぜひ安心で快適なJAL便のご利用をご検討ください。

評価ポイント 取り組み

①衛生・清潔性

・【空港】抗ウイルス・抗菌のコーティングを順次実施

・【機内】航行中の機内の化粧室清掃の強化および清掃時の客室乗務員の防護服着用、夜間の消毒、こまめな清掃の
実施に加え、清掃効果のモニタリング・検証など清掃体制の強化を開始

②非接触・自動化

・【空港】自動チェックイン機や自動手荷物預け機の導入

・【空港】自動チェックイン機・自動手荷物預け機へのタッチレスセンサ導入や遠隔操作ロボットの実証実験を行うなど最新
のテクノロジーを積極的に活用

③航空旅行の
サポート

・PCR検査機関との提携(国内線)

・JALコロナカバー(国際線)

「JALコロナカバー」の対象期間を9月末まで延長します。

JALの安全安心の取り組み

サービス詳細はJAL Webサイトをご確認ください。www.jal.co.jp/jp/ja/inter/jalcoronacover/index.html

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

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。

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)
ポイント

1

ポイント
2

ポイント
4

・JALはAllianz Travelと提携し、JAL国際線をご利用のすべてのお客さまに安全・安心な旅をお届けできるよう、
2021年9月30日（木）（ご出発分）まで期間を延長し、サポートサービス「JALコロナカバー」を無償で提供いたします。
・2021年7月1日（木)以降のご出発分から、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・宿泊費用がサポート対象に追加されます。

※補償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。)

対象期間 2020年12月23日～2021年9月30日ご搭乗分

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。
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上記の情報は、2021年6月1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。

(*1)JAL国際線第一区間が2021年7月1日以降の場合

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(*1)

ポイント
3

NEW

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


本邦航空会社初、
客室内の抗ウイルス・抗菌コーティングを実施します

１．客室内の抗ウイルス・抗菌コーティング
客室内に実施するコーティングは、触媒の作用により
その効果が長期間持続するもので、化粧室、座席やひじ掛け、
収納棚、壁面といった、お客さまが直接手を触れる箇所を
中心に実施します。

２. 空港の抗ウイルス・抗菌コーティングの拡大
JALでは2020年11月より空港のチェックインカウンター、
自動手荷物預け機、自動チェックイン機、ベビーカー、車いす、
保安検査場のトレイ、搭乗口カウンター、ステップ車等に
抗ウイルス・抗菌コーティングを開始し、全国の空港に順次拡大
しています(*2)(*3)。

今回使用するコーティング剤は、抗菌製品技術協議会（SIAA）の定める抗ウイルス・抗菌性能と、
安全性が確認されています。コーティング済みの機体には、「SIAA」の認証マークを機体入口付近に
表示し、コーティングが実施済みであることをお知らせします。
このコーティングは2021年4月より開始し、7月中を目途に完了予定です。(*1)

(*1) 日本エアコミューター(JAC)と北海道エアシステム(HAC)は年内に完了予定。
(*2) 4月23日時点で、札幌(新千歳)・大阪(伊丹)・東京(羽田・成田)・福岡・沖縄(那覇)空港で加工を実施しており、順次その他の空港に拡大。
(*3) JALが保有・管理する空港の設備・備品が対象となります。ラウンジは国内空港における国際線ファーストクラスラウンジ、サクララウンジ、

国内線ダイヤモンドプレミアラウンジ、サクララウンジが対象となります。 6月に開始し、7月完了予定。

チェックイン時のタッチパネル非接触化を実施
JALは現在、「JAL SMART AIRPORT(*1)」の取り組みとしてすべてのお客さまに安全・安心な空の旅をお届けするよう、
新型コロナウイルス感染症予防対策の取り組みを実施しています。

空港内の自動チェックイン機、自動手荷物預け機にタッチレスセンサ(*2)を取り付けることで、操作画面に直接触れることなく、
ご搭乗手続きや手荷物タグの発行(*3)をしていただけます。タッチレスセンサから出る赤外線(*4) により、お客さまは画面に触
れることなく機器を操作することができます（*5）。(羽田・新千歳・伊丹・福岡・沖縄空港に導入済み)

（*1） ITの活用によるきめ細やかなヒューマンサービス、最新技術の活用による効率的で快適なセルフサービス、衛生・清潔への取り組みにより提供するJALの
新しい空港です。

(*2)日本エアロスペース株式会社の製品 (*3)自動チェックイン機での手荷物タグの発行は現在羽田空港のみで実施いただけます。
(*4) タッチレスセンサから出る赤外線は一般家庭用機器で使用されるものと同じです。
(*5)画面からの距離は自動チェックイン機: 2.5cm, 自動手荷物預け機: 4cmで設定。

上記の情報は、2021年6月1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。



◆お申込み*/サービス詳細
お問い合わせ窓口 0570-025-103(有料) 8:00~19:00 (年中無休)

対象のお客さまやご利用方法の詳細はこちら www.jal.co.jp/jp/ja/inter/support/family/index.html
*ご出発2日前までにお電話にてお申込みください。(一部期間を除く) *旅行会社にて航空券を手配されたお客さまは、旅行会社へお問い合わせください。

予約変更料金が「無料」

※特典航空券およびJMB片道運賃は対象外
※搭乗日により運賃額そのものが異なる場合がございます。その場合、同じ予約クラスでも運賃額の増減が発生いたします。
ご予約変更の結果、運賃および諸税に差額が生じる場合は差額調整が必要となります。

従来より安価な片道運賃を設定

Flex運賃以外にも片道運賃を設定しております。詳しくはwww.jal.co.jp/jp/ja/info/2020/inter/200806/をご確認ください。

（運賃例）東京発 香港行き エコノミークラス（片道） 45,000円～*

* 運賃は税金やサーチャージを除く大人1名さまの金額です。

JALグループではお客さまのご赴任・ご渡航をサポートさせていただくため、さまざまなサービスをご用意しております。
ご渡航の際は、ぜひ安心で快適なJAL便のご利用をご検討ください。ご搭乗を心よりお待ちしております。

海外赴任、帰任時、赴任中のご家族を訪問される際に、ご渡航をきめ細かくサポートしております。
コロナ禍においてご不安を感じられる配偶者の方や小さなお子さまをお連れの方に対し、地上係員がご出発から到着地での
手続きまでをお手伝いさせていただきます。

【対象期間延長！】
JAL ファミリーサービス 対象予約クラス拡大
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JAL赴任特集

お客さまに安心してご予約いただけるよう、現在発売中の国際線運賃は、予約変更料金を無料で承っております。

上記の情報は、2021年6⽉1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。

◆サービス内容

ご出発地

機内

到着地
乗り継ぎ地

JAL国際線のご出発空港にて、チェックインからご搭乗までを、地上係員がご案内いたします。

皆さまに空の旅をゆったりとお楽しみいただけますよう、客室乗務員がお世話いたします。
小さいお子さまにはベビーベッド、紙おむつ、2歳未満お子さま用離乳食・スプーン・エプロン入りの

JALオリジナルベビーフードポーチ、2歳以上お子様用離乳食などをご用意いたします。*

JAL便到着地では地上係員が降機から入国手続き等のご案内をいたします。
また、乗り継ぎ地では降機から乗り継ぎ便の搭乗手続きカウンターまでをご案内します。

* 一部事前予約が必要です。詳しくはwww.jal.co.jp/jp/ja/inter/support/baby/をご確認ください。

対象クラス 2021年9月30日(木)ご搭乗分までは、予約クラスの制限なくご利用いただけます。

対象路線 日本発着JAL国際線 (各空港の状況により、サービス対象外となる空港もございます)

対象となるお客さま(一例)
配偶者おひとりの場合、 60歳以上のご家族のみの場合、
配偶者おひとりで16歳未満のお子さまをお連れになる場合

◆ご利用条件 (詳細条件はJAL Webサイトにてご確認ください)

対象期間 2021年9月30日(木) 発券分まで

対象運賃 日本発のStandard/Saver/Special/Special Saver運賃 (期間限定運賃も対象となります)

対象路線 全路線 (ニューカレドニア行きは対象外)

http://www.jal.co.jp/jp/ja/inter/support/family/index.html
http://www.jal.co.jp/jp/ja/info/2020/inter/200806/
http://www.jal.co.jp/jp/ja/inter/support/baby/


お問い合わせ/詳細
JALファミリークラブ日本事務局 0570-025-818/03-5460-3999 (ともに有料)09:30~17:30 (土・日・祝日・年末年始を除く)
ご入会手続き・サービス詳細 www.jal.co.jp/jalmile/jfc/

JALファミリークラブは海外赴任や留学など海外で生活される皆さまのための年会費無料の会員組織です。

◆対象クラス F,J,C,D,W,Y (eチケットお客様控のクラス欄に印字されている予約クラス)
◆対象路線 日本発JAL国際線

*サービス対象や内容の詳細はJAL Webサイトにてご確認ください。

JAL ファミリークラブへの入会で快適なご赴任を！

初回ご搭乗ボーナスマイル等の特典も準備しております。各種詳細やお申し込み方法はWebサイトをご確認ください。
https://www.jalusacard.com/

JALファミリークラブの5つのメリット

メリット
1

赴任フライトボーナスマイル 5,000マイルプレゼント
JAL国際線を対象の運賃でご利用いただきますと、お一人様に5,000マイルが加算されます。
さらにJALカード会員であれば1,000マイルプレゼントします。

メリット
2

超過手荷物料金一部免除サービス ＋2個まで無料
JAL国際線を対象運賃でご利用いただきますと、通常の手荷物許容量に追加して、
お一人様2個の手荷物が無料となります。さらにJALカード会員であれば＋1個無料となります。

メリット
3

メリット
4

メリット
5

JAL赴任プラン ご利用運賃・路線に応じたポイントをご提供
獲得したポイントはご指定の場所から空港までのお迎えお車や空港宅配サービス、またJALグループ
航空券・免税品・機内販売で使用できるJALクーポン等に交換できます。

家族全員がためたマイルを合算できるマイルプール特典
JALファミリークラブにご入会の家族会員がためたマイルを、特典引き換え時に合算してご利用
いただけます。いち早くご希望の特典と交換が可能となります。

JALならご帰任時も役立つサービスをご用意
ご帰国の際、通常の手荷物許容量に追加して、お一人様2個の手荷物が無料となります。
また、空港からご指定の場所まで1世帯2個まで手荷物を無料でお運びいたします。

JALカード会員なら、さらにおトク！

おトクなキャンペーン実施中！ アメリカ駐在の方に便利なJAL USA CARD

JAL USA CARDとは？

1．現地通貨建てのクレジットカード
日本のクレジットカードでは、為替の影響を受けたり、事務手数料が発生します。JAL USA CARDであれば、
アメリカの銀行口座からオンラインバンキングにてドル建てで支払いが可能です。

2．アメリカでのクレジットヒストリーがなくても発行可能
アメリカでクレジットカードを発行するには、アメリカでの一定のクレジットヒストリー（信用履歴）が必要となりますが、
JAL USA CARDは独自の審査方法で渡米直後に発行ができます。

3．日常でのマイル積算が可能
JALカードと同様にJAL USA CARDも日常でのご利用でマイル積算が可能です。

＜ 新規入会限定のキャンペーン >
1．初年度年会費＄20無料！
2．口座開設から3ビリングサイクル内に＄3,000のご利用で10,000ボーナスマイルをプレゼント！

◆お申し込み期間：2021年4⽉20日～2021年9⽉30日

フライトでも、ショッピングでも、
マイルがたまる！

上記の情報は、2021年6⽉1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なら、ビジネスクラスで
5個まで無料！

http://www.jal.co.jp/jalmile/jfc/
https://www.jalusacard.com/


JALグループは、事業を通じて社会の課題解決に取り組み、持続可能な社会の実現に貢献することを目指しています。
JAL Times6月号では、当社のサステナビリティの取り組みについてご紹介させて頂きます。

JALグループのサステナビリティの取り組みについて

SDGsの達成に向けたESG経営

2050年のCO2排出量実質ゼロに向けて

JAL Times
2021年6月号 (6月1日発行)

日本航空 旅客販売推進部/ESG推進部

*1：観光需要喚起や新規流動の創造による旅客数の増分 *2：環境配慮・公正な事業慣行・人権尊重など *3：Dow Jones Sustainability Index

JALグループは、気候変動への対応として2020年6月に、2050年までにCO2排出量実質ゼロを目指すことを発表しました。
「省燃費機材への更新」、「運航の工夫（JAL Green Operations）」、「SAF（代替航空燃料）の活用」の3つの柱で
CO2排出量削減を行います。

JALグループは2030年のSDGs達成に向け、スピード感を上げて、事業を通じて社会の課題解決に取り組むために、
「環境」「人」「地域社会」「ガバナンス」の4つの重点領域と22の課題を定め、その中でも特に注力すべき課題について、
5月7日に発表した中期経営計画に反映し、取り組みを加速させています。



さらに詳しい内容はJAL Webサイトをご覧ください。 www.jal.com/ja/sustainability/

JALグループでは、資源循環型社会の実現に向けて、3R(Reduce/Reuse/Recycle)+１(Redesign)の推進により、
お客さまに提供するすべての使い捨てプラスチック用品の削減の取り組みを推進しています。

ポリエチレンシートを使用した貨物→陸前高田市の情報杭

【具体的な取り組み】

プラスチックのカトラリーをステンレス製へ変更

使い捨てプラスチック削減

お客さまに提供する使い捨てプラスチックを

客室・ラウンジ：新規石油由来プラスチック全廃(*1)

貨物・空港：環境配慮素材配合へ100%変更(*2)

位置づけ・目標 取組みの方向性

Reduce (減らす)

Reuse (再利用する)

Recycle (リサイクルする）

3R+1の推進

Re-design
(リデザインする)

・商品の用途や調達・
廃棄方法の見直し

・社外と連携した回収・循環
の仕組み構築

(*1)環境配慮素材のみでできたプラスチックを使用
(*2)環境配慮素材の配合率は問わない

プラスチック製ストローやマドラーを別素材に変更

食品廃棄削減の4R
JALでは、運航における排出量抑制だけでなく、機内やラウンジで提供するお食事についても排出量削減に取り組んでいます。

【JAL Ethical Choice ~Meal Skip Option~】
機内食が不要な場合、ご出発前にJAL Webサイトより事前にお申し込みいただけます。
機内でゆっくりとお休みになられたい方や食品廃棄削減にご協力をいただける方はぜひご利用
ください。(「リフューズ」)
(ツアーなど一部のご予約は対象外となります。また、対象路線など一部条件がございます。
詳細はJAL Webサイトをご覧ください)

「JALだからこそできること」
本業である航空運送事業を通じて、JALグループだからこそできる社会の課題解決に取り組みます。

不要となった国際線機内食は、検疫のルールにより焼却処分をする必要がありますが、
食品は多くの水分を含むため、通常のゴミと比べて焼却にかかる負荷が大きく、多くの
CO2を排出します。機内食を残さずにお召し上がりいただくことで、廃棄にかかるCO2を
削減につながります。(「リデュース」)

また、機内に搭載しなかったお食事を寄付(「リユース」)したり、成田空港の国際線だけ
で月間約３トンになる調理中の野菜かすなどを飼料化（「リサイクル」）するなどの
取り組みを行っております。

https://www.jal.com/ja/sustainability/

