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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7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。

ANAアプリの電子書籍サービス「eライブラリ」で機内誌や雑誌に加え、7月1日より新たに計30種類の新聞をご覧いただけるようにな
ります。デジタルコンテンツにすることで、これまで国際線の出発地と目的地で提供していた現地の新聞が、路線に関わらず、国内線
のご搭乗でも閲覧することができます。

ANAアプリで新聞の電子版サービスが始まります

＜新規メニュー＞

サービスの開始日：2021年7月1日（木）ご搭乗分より

新聞のラインナップ：
計30種類。日本語は朝日新聞、産経新聞、日本経済新聞、
毎日新聞、読売新聞の5紙。
外国語は13か国・5言語の25紙。

サービスの対象者：
国内線：ANA便名でご予約のお客様(他社が運航するコードシェア便を含む)のうち、
国際線：ANA運航便をANA便名でご予約したお客様のうち、

以下の搭乗クラスをご予約のお客様 以下の会員ステイタスをお持ちのお客様

閲覧方法・期間：
ANAアプリの電子書籍サービス「eライブラリ」よりダウンロードしてご利用いただけます。ダウンロードはご搭乗便
出発予定時刻の24時間前から可能となり、到着予定時刻の24時間後まで、時間や場所を問わず
ご覧いただけます。ご出発前にご自宅や空港などでダウンロードいただくことで、快適にお楽しみいただけます。

(画面イメージ)

■新聞名の詳細等、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。

 eライブラリについて ：https://www.ana.co.jp/ja/jp/serviceinfo/share/digital-media/
 ANAアプリについて : https://www.ana.co.jp/ja/jp/share/app/ana_app/

DOMESTIC

※新聞はコンテンツを選択する画面上において、上記サービス対象者のみに表示されます。

Step1
出発前の準備

・PCR検査、ハワイ州指定の
陰性証明書取得。
・「ハワイ州セーフトラベルズ
プログラム」への事前登録。
・誓約書の記入。
・ESTA申請。

Step2
空港チェックイン

・ANAカウンターにて
チェックイン後「※プリクリ
アランス専用カウンター」
にてPCR陰性証明書、
および「ハワイ州セーフト
ラベルズプログラム」登録
状況を確認。

Step3
入国

・到着後、有人カウンターにて
入国審査。
・バッゲージクレームエリアにて
荷物ピックアップ。
・「プリクリアランスチェック用カウ
ンター」へ。ANA航空券に
貼られた青いシールを見せて、
そのまま出口へ。

Step4
現地出国と日本入国

・現地で日本入国に必要な
PCR検査と陰性証明書取得。
・現地空港にて陰性証明書を
見せてチェックイン。
・日本入国時、到着空港にて
陰性証明書提示、抗体検査
実施、誓約書の提出、
アプリのインストール。
・交通手段(自家用車、ハイヤー
等)の確保、帰宅。

ハワイへご出発から日本ご帰国までのプロセス クイックレビュー

※羽田空港での手続きになります。
(7/1時点)

■詳細はURLをご参照ください。https://www.ana.co.jp/ja/jp/international/promotions/2021-a380/

https://www.ana.co.jp/ja/jp/topics/coronavirus-travel-information/immigration/
https://www.ana.co.jp/ja/jp/international/promotions/2021-a380/
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【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 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） 増便 往路 10/13、復路 10/16、10/18は運航

アジア 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。

INTERNATIONAL

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7月・8月・9月追加
分および10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10/2-10/30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7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

欧州 ブリュッセル 成田-ブリュッセル 1往復/週（土） 増便 復路7/7、7/14、7/21運航＊2 

アジア
デリー 羽田＝デリー 2往復/週 往路（木・日）復路（月・金）、7/1~30 往路(月・金)運航 継続 臨時便として運航

ヤンゴン 成田＝ヤンゴン - 臨時便 往路7/8、復路7/9運航

【7月追加分】

【8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 成田＝サンフランシスコ 往路 3便/週（月・水・日） 臨時便 往路のみ運航、～9/22

欧州 ブリュッセル 成田-ブリュッセル 1往復/週（土） 増便 往路9/2、9/6運航

【9月追加分】

【10月運航計画 以前からの運航継続路線】

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） 継続

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

シカゴ 成田＝シカゴ 7往復/週 継続 ＊1

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） 継続

バンクーバー 羽田＝バンクーバー 3往復/週（月・水・金） 継続

ロサンゼルス
成田＝ロサンゼルス 7往復/週 継続

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 ＊1

欧州

ロンドン 羽田＝ロンドン 4往復/週（月・水・金・土） 継続

フランクフルト 羽田＝フランクフルト 7往復/週 継続

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

台北 羽田＝松山 1往復/週（金） 継続

香港 成田＝香港 1往復/週（金） 継続 臨時便として運航

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

羽田＝ジャカルタ 往路（水・木・土・日）復路（月・水・金・土） 継続 ＊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） 継続 ＊1

羽田＝シンガポール 2往復/週（木・日） 継続

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 ＊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 ＊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 ＊1

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 往路 3便/週（月・水・日） 臨時便 往路のみ運航

欧州
ブリュッセル 成田-ブリュッセル 1往復/週（土） 増便 往路8/9、復路8/17運航

フランクフルト 羽田＝フランクフルト 7往復/週 臨時便 往路8/8、8/9、8/10は運航

アジア 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 復路8/9は運航＊2

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


