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■ANA Care Promiseについて

 運航計画や入国条件など、最新の情報をご確認いただけます。詳細は、以下URLをご参照ください。
https://www.ana.co.jp/ja/jp/topics/coronavirus-travel-information/immigration/

記載の情報は、2021年6月1日時点の情報に基づきます。最新の情報はANAのウェブサイトでご確認ください。

この度2021年8月、成田=ホノルル線の合計2往復をA380型機(FLYING HONU)にて運航致します。
ダイヤ詳細、検疫に関する詳細につきましては、以下ご覧ください。

エアバスA380型機 (FLYING HONU) 運航決定

＜新規メニュー＞

ハワイ入国時、出発72時間以内にハワイ州保健局指定の医療機関にて、新型コロナウイルス感染症の検査を受診し、
取得した陰性証明書(英語)を持参した場合は、10日間自己隔離の免除の対象となります。
また、2021年4月26日以降、ANA便に搭乗するお客様は、事前検疫審査（プリクリアランス）をご利用いただけます。搭乗手続き時に、
ANAスタッフが事前に検疫に必要な情報を確認することで、ハワイご到着時、ハワイ州検疫係員による自己隔離免除のための手続きが不要となり、
入国に必要となる時間が大幅に短縮されます。

事前検疫審査(プリクリアランス)ご利用の流れ

STEP1 | ご出発前

-「セーフトラベルズプログラム（Safe Travels Program）」のアカウントを登録し、渡航に際し必要情報をご入力ください。
-出発の72時間以内にハワイ州指定の医療機関で検査を受診し、検査証明書を取得してください。
-セーフトラベルズプログラム（Safe Travels Program）に検査証明書をアップロードし、QRコードを取得してください。

-搭乗手続き時、検査証明書原本ならびにセーフトラベルズプログラム（Safe Travels Program）のQRコードをANA係員にご提示ください。
-ANA係員が検査証明書・QRコードを確認させて頂きます。確認後、搭乗券にプリクリアランス（事前検疫審査）済みであることを示す
ステッカーを添付させて頂きます。

-ハワイ到着後、ハワイ州検疫官に搭乗券をご提示ください。ハワイ州検疫係員による自己隔離免除のための手続きが不要となりスムーズに
入国いただけます。

STEP2 | ご出発当日

STEP3 | ハワイ到着後

路線

便名

運航日

成田＝ホノルル

ダイヤ   　     成田 20：10 ⇒ ホノルル 8：45      ホノルル 11：35 ⇒ 成田 14：50(翌日)

使用機材
エアバスA380型機 520席仕様

(ファーストクラス：8席、ビジネスクラス：56席、プレミアムエコノミー：73席、エコノミークラス：383席)

NH184 NH183

2021年8月9日(月)、13日(金) 2021年8月10日(火)、14日(土)

その他入国に関する手続きの詳細は、ANAホームページおよびハワイ州ホームページをご確認ください。
 ANAホームページ（ https://www.ana.co.jp/ja/jp/international/promotions/hawaii/2020-2021/#preclearance）
 ハワイ州ホームページ（https://www.allhawaii.jp/covid19/）

・日本に入国するすべてのお客様（日本国籍のお客様を含む）は、有効な検査証明書を提出できない場合、
日本への上陸が認められません。搭乗手続き時に有効な検査証明書を確認できない場合は、日本政府の指示により、
搭乗をお断りさせていただきます。厚生労働省ホームページ上に検査証明書のフォーマットがございますので、ご確認の上ご用意ください。

・日本に帰国された際には健康状態に異常のない方も含め、検疫所長の指定する場所（自宅など）で帰国の次の日から起算して
14日間待機し、空港等からの移動も含め公共交通機関の使用をお控えください。なお空港からの公共交通機関には、国内線の乗り継ぎも
含まれます。到着同日に国際線から国内線の乗り継ぎはできませんのでご注意ください。

日本への入国制限の詳細また最新の情報については、ANAホームページおよび厚生労働省ホームページをご覧ください。
 ANAホームページ：https://www.ana.co.jp/ja/jp/topics/coronavirus-travel-information/immigration/#immigration_hawaii

 厚生労働省ホームページ：https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00209.html

ハワイへの入島条件について

日本への入国制限について

https://www.ana.co.jp/ja/jp/topics/coronavirus-travel-information/immigration/
https://www.ana.co.jp/ja/jp/international/promotions/hawaii/2020-2021/#preclearance
https://www.allhawaii.jp/covid19/
https://www.ana.co.jp/ja/jp/topics/coronavirus-travel-information/immigration/#immigration_hawaii
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00209.html
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新型コロナウイルス感染症の影響に伴う各国における出入国規制や検疫体制、需要動向等を踏まえ、2021年6月追加分および
7月~9月の運航計画をご案内いたします。
運休・減便に伴い、ご利用のお客様にはご不便をおかけして申し訳ございませんが、ご理解賜りますようお願い申し上げます。

* これらの計画は関係当局の認可を前提としています。当日の運航状況により、運航機材が変更となる可能性があります。 ＊1：復路対象期間は7/2-10/1となります。
＊2：往路はご搭乗いただけません。

記載の情報は、2021年6月1日時点の情報に基づきます。最新の情報はANAのウェブサイトでご確認ください。

エリア 都市 路線 運航予定便数 前月との変化 備考

北米

サンフランシスコ 羽田＝サンフランシスコ 3往復/週 往路（火・金・日）復路（月・水・土） 継続 ＊1

ニューヨーク 羽田＝ニューヨーク 4往復/週 往路（月・火・金・土）復路（火・水・土・日） 継続 ＊1、復路7/16は運航

シカゴ 成田＝シカゴ 7往復/週 継続 ＊1

バンクーバー 羽田＝バンクーバー 3往復/週（月・水・金） 継続 8/11、16、18 は運休

ロサンゼルス 羽田＝ロサンゼルス 7往復/週 継続 ＊1

メキシコシティ 成田＝メキシコシティ 7往復/週 継続 ＊1

ホノルル 羽田＝ホノルル 2往復/週 往路（月・金）復路（火・土） 継続 8/9、10、13、14、16 、17は運休 ＊1

欧州

ロンドン 羽田＝ロンドン 4往復/週（月・水・金・土） 継続 往路7/18、25 、復路8/10 は運航

フランクフルト 羽田＝フランクフルト 7往復/週 継続 往路7/18、20、復路8/9、10は運航

パリ 羽田＝パリ 2往復/週（水・土） 継続

ブリュッセル 成田＝ブリュッセル 1往復/週（土） 継続

中国

深圳 成田＝深圳 1往復/週（月） 継続

青島 成田＝青島 1往復/週（水） 継続

広州 成田＝広州 1往復/週（水） 継続

上海 成田＝浦東 1往復/週（日） 継続

杭州 成田＝杭州 1往復/週（木） 継続

アジア
・

オセアニア

デリー 羽田＝デリー 2往復/週 往路（木・日）復路（月・金） 継続 臨時便として運航

バンコク
成田＝バンコク 7往復/週 継続 ＊1

羽田＝バンコク 往路 6便/週（月・火・木・金・土・日）復路 7便/週 継続

ジャカルタ 羽田＝ジャカルタ 往路（水・木・土・日）復路（月・水・金・土） 継続 8/7、8、9、11、12、13、14 、15、16は運休 ＊1

シンガポール 羽田＝シンガポール 2往復/週（木・日） 継続 8/8、12、15 は運休

クアラルンプール 成田＝クアラルンプール 3往復/週 往路（火・金・日）復路（月・水・土） 継続 ＊1

ハノイ 成田＝ハノイ 5往復/週（水・木・金・土・日） 継続 ＊2 

ホーチミンシティ
成田＝ホーチミンシティ 3往復/週（火・木・土） 継続 ＊1,＊2

羽田＝ホーチミンシティ 5往復/週（水・木・金・土・日） 継続 8/11、12、13、14、15 は運休 ＊2 

マニラ
成田＝マニラ 7往復/週 継続 ＊1

羽田＝マニラ 7往復/週 継続 8/9、10、11、12、13、14、15 は運休 ＊2

シドニー 羽田＝シドニー 5往復/週 往路（月・水・木・金・土）復路（火・木・金・土・日） 継続 8/12、13、14 、15は運休 ＊1

【今回再開＆増便路線】

エリア 都市 路線 運航予定便数 前月との変化 備考

北米

サンフランシスコ
成田＝サンフランシスコ 2往復/週（木・土） 再開

サンフランシスコー関西 - 臨時便 7/4運航

ワシントンD.C. 成田＝ワシントン D.C. 3往復/週 往路（火・木・土）復路（水・金・日） 再開

ロサンゼルス 成田＝ロサンゼルス 7往復/週 増便

シアトル 羽田＝シアトル - 臨時便 往復7/3、10、17、24 は運航、往路8/7、14、21  は運航

シカゴ シカゴ=関西 - 臨時便 7/18運航

ヒューストン 成田＝ヒューストン 3往復/週 往路（火・木・土）復路（水・金・日） 再開

ホノルル 成田＝ホノルル - 再開 往路8/9、13 、復路8/10、14 、17は運航

欧州 フランクフルト フランクフルト=関西 - 臨時便 7/25運航

アジア

台北 羽田＝松山 1往復/週（金） 減便 7/5、12、8/16、23 は運航、8/13 は運休

香港 成田＝香港 1往復/週（金） 減便 臨時便として運航、8/13 は運休

ジャカルタ 成田＝ジャカルタ 3往復/週 往路（月・水・金）復路（火・木・土） 増便 ＊1

シンガポール 成田＝シンガポール 5往復/週 往路（月・水・金・土・日）復路（月・火・木・土・日） 増便 ＊1

ムンバイ 成田＝ムンバイ - 臨時便 往路7/7、21 、復路7/8、22を臨時便として運航

ヤンゴン 成田＝ヤンゴン - 調整中 運航便の調整次第、別途ご案内いたします。

【6月追加分】

エリア 都市 路線 運航予定便数 前月との変化 備考

北米
サンフランシスコ サンフランシスコ－関西 - 臨時便 6/12運航

シアトル 羽田＝シアトル - 臨時便 復路6/12、19、26 は運航

アジア

ムンバイ 成田＝ムンバイ - 継続 往路6/9、23 、復路6/10、24  を臨時便として運航

デリー 羽田=デリー 2往復/週（月・金） 継続 往路運航日1日後ろ倒し 6/4、7、11、14、18、21、25、28

バンコク 羽田＝バンコク 往路 6便/週（月・火・木・金・土・日）復路 7便/週 継続 往路6/2、16、23、30 は運航

【7・8・9月運航計画以前からの運航継続路線】


