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＊1 サービス提供開始日、ならびに提携パートナーなどの詳細は11月上旬に発表する予定です。
「ANA Pocket」の概要について：https://www.ana.co.jp/ja/jp/share/ana-pocket/

＊2 初期リリース時はiOSからサービス開始いたします。

①日常生活での移動でポイントを獲得
航空移動だけでなく、徒歩・電車・自転車・自動車での日常生活での移動に対して、移動⼿段や距離に応じてポイントが貯まり、
貯めたポイントをデジタルギフト券や、航空・旅行割引に利用できるANAスカイコイン、ANAのマイルに交換できます。

②ゲーム感覚で楽しみながら行動変容の機会を提供
ゲームのように楽しめる「移動チャレンジ」や、ポイント交換時の「ガチャ」など、利用者の嗜好やライフスタイルに合わせて、
さまざまな利用目的を想定した仕掛けで、楽しく行動変容の機会を提供します。

③健康やエコな習慣づくりをサポート
利用者の移動データを記録、AIで解析し、移動⼿段・移動距離・移動時間などの移動履歴を視覚化することで、利用者自身の
「移動スタイル」への意識を高め、健康的かつ環境にやさしい移動をサポートします。

現在、日本帰国時にはすべてのお客様が出発前72時間以内（検体採取から搭乗予定便の出発時刻までの時間）に実施した
PCR検査の陰性証明を提出する必要があります。主要都市のロサンゼルス・ニューヨーク地区に加えて、サンフランシスコ・ラスベガス・
アトランタ・ダラス・オハイオ地区が追加となっております。
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記載の情報は、2021年11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。

年末年始ホノルル線の増便について

INTERNATIONAL

平素よりANAをご利用いただき誠にありがとうございます。この度は年末年始に渡航される皆様へ快適な空の旅をご提供出来るよう、
2021年12月12日～2022年1月10日までの間、羽田=ホノルル線を2往復/週から3往復/週へ増便いたします。
さらに、臨時便2往復も併せて追加で運航となります。

【羽田＝ホノルル線 フライトスケジュール】

■ANAとジョイントベンチャー(共同事業)を行っているユナイテッド航空も年末年始に成田=ホノルル線の運航を再開いたします。
それにより運航曜日の選択肢が増えるため、ご都合に合わせてフレキシブルにご旅行が可能となります。

ANAトラベラーズ ご帰国用のPCR検査サービス 対象方面拡充！
~サンフランシスコ・ラスベガス・アトランタなどでもご利用可能~

■サービス概要
・現地でのPCR検査および日本政府所定の検査証明書の発行
・検査プランをお申込みいただいたお客様限定で、日本語ドライバーによる専用車送迎（宿泊ホテル⇔検査場）プランをご用意
※検査プランとは別途お申込みが必要です。
※現時点では、ロサンゼルス地区・ニューヨーク地区・サンフランシスコ地区の検査プランへお申込みの方に限ります。
・マイルでのお支払い可能
※マイルでのお支払いは、当ANAベルトラサイトより購入する場合のみとなります。

※赤字の運航日が臨時便運航となります。

詳細はこちらのURLをご確認ください。https://anasalesa.com/covid-19_update/covid-19_pcr_test_lax_nyc/

「ANA Pocket」新サービス開始！
～歩いて、乗っていつもの移動で、マイルに交換できるポイントが貯まる～

ANA X株式会社は、2021年12月(*1)よりスマートフォン(*2)利用者を対象に、航空移動だけでなく徒歩・電車・自転車・自動車

での全ての移動に対してマイルに交換できるポイントが貯まる、新しいモバイルアプリサービス「ANA Pocket（エイエヌエーポケット）」
の提供を開始いたします。

「ANA Pocket」 の魅力

便名 路線、スケジュール(現地時間) 運航日

UA902/NH7024 成田 19：00 ⇒ ホノルル 6:45 2021年12月17日～2022年1月4日
週3便運航 往路(火・木・土) 復路(月・水・金)UA903/NH7025 ホノルル 1０：１5 ⇒ 成田 14：55(翌日)

便名 路線、スケジュール(現地時間) 運航日 使用機材

NH186
【12月】羽田 22：15 ⇒ ホノルル 10：15

【1月】羽田 22：15 ⇒ ホノルル 10：05

2021年12月12日、13日、17日、19日、20日、
22日、24日、26日、27日、29日、31日、
2022年1月2日、3日、7日、9日、10日

◆B787-9 246席仕様

ビジネスクラス:40席、
プレミアムエコノミー14席、
エコノミークラス:192席NH185

【12月】ホノルル 13：25 ⇒ 羽田17：40(翌日)
【1月】ホノルル 13：25 ⇒ 羽田17：40(翌日)

2021年12月13日、14日、18日、20日、21日、
22日、25日、27日、28日、29日、

2022年1月1日、3日、4日、8日、10日、11日

※ANAのウェブサイトから航空券の購入が可能です。
※当日の運航状況により、ダイヤなどが変更となる可能性があります。

※当日の運航状況により、ダイヤ・運航機材などが変更となる可能性があります。

記載の情報は、2021年11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。
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https://www.ana.co.jp/ja/jp/share/ana-pocket/
https://anasalesa.com/covid-19_update/covid-19_pcr_test_lax_nyc/
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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10月20日から
2022年1月11日までの追加対応分および2021年10月31日から2022年1月11日まで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2021/11/1-2022/1/12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11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。

【2021年10月20日～2022年1月11日 追加分】

【2021年10月31日～2022年1月11日 運航計画 以前からの運航継続路線】

＊1：復路対象期間は2021/10/21-2022/1/12となります。
＊2：往路はご搭乗いただけません。

エリア 都市 路線 運航予定便数 前月との変化 備考

北米
ホノルル 羽田＝ホノルル 3往復/週 往路（月・金・日）復路（月・火・土） 増便 往路12/12、復路12/13より3往復/週。12/22、29は運航。＊1

シカゴ シカゴ＝関西 - 臨時便 12/18、12/25運航。

欧州 ウラジオストク 羽田＝ウラジオストク - 臨時便 12/24、1/9運航。

アジア
・

オセアニア

ムンバイ 成田＝ムンバイ 2往復/週 往路（水・土）復路（木・日） 臨時便
往路12/11、復路12/12より2往復/週。往路12/29、1/1は運休。

復路12/30、1/2は運休。 臨時便として運航。 ＊1

ヤンゴン 成田＝ヤンゴン - 調整中 11/12、26、12/3、17、24は運航。＊2

シドニー 羽田＝シドニー 5往復/週 往路（月・水・木・土・日）復路（月・火・木・金・日） 継続
往路12/30、1/1は運休。10/31より5往復/週。
復路12/31、1/2は運休。11/1より5往復/週。＊1

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. 4往復/週 往路（月・火・木・土）3往復/週 復路（水・金・日） 継続

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

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 4往復/週 往路（月・火・木・土）3往復/週 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 12/28は運航

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

欧州 フランクフルト 羽田＝フランクフルト 7往復/週 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

台北 羽田＝松山 1往復/週（金） 継続 12/31は運休

バンコク
成田＝バンコク 7往復/週 継続 ＊1

羽田＝バンコク 7往復/週 継続

ジャカルタ 羽田＝ジャカルタ 2往復/週 往路（水・土）復路（月・金） 継続 往路1/1、1/5、復路12/31、1/3、1/10は運休

デリー 羽田＝デリー 3往復/週（月・水・金） 継続 12/31、1/3、1/5は運休。臨時便として運航

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 12/30、1/2、1/6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（月・木・金・土・日） 継続 ＊1,＊2

ホーチミンシティ 羽田＝ホーチミンシティ 5往復/週（水・木・金・土・日） 継続 12/30、31、1/1、2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 1/1、2、4は運休 ＊2

【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

ロサンゼルス ロサンゼルス=関西 - 臨時便 12/19運航。

サンフランシスコ
成田＝サンフランシスコ 3往復/週（月・木・土） 増便

サンフランシスコ=関西 - 臨時便 12/11、12/18運航。

シアトル 羽田＝シアトル 1往復/週（土） 増便 1/1は運休、1/2は運航。12/4より再開

ヒューストン ヒューストン=関西 - 臨時便 12/13運航

ニューヨーク 羽田＝ニューヨーク 7往復/週 増便

欧州

ロンドン 羽田＝ロンドン 5往復/週（月・水・金・土・日） 増便 12/31、1/1、1/2、10は運休。

パリ 羽田＝パリ 3往復/週（水・金・日） 増便 12/18は運航。12/29、31は運休。復路11/1運航。

フランクフルト

羽田＝フランクフルト 3往復/週（火・金・日）(NH223/224) 増便 12/18は運航。12/31、1/2、11は運休。

フランクフルト=名古屋 - 臨時便 12/20運航。

フランクフルト=関西 - 臨時便 12/16運航。

ブリュッセル 成田＝ブリュッセル 2往復/週（水・土） 増便 1/1は運休。

アジア

香港 成田＝香港 2往復/週 往路（火・金）復路（水・土） 増便 往路12/31、1/4、復路1/1、1/５は運休。 ＊1

ジャカルタ 成田＝ジャカルタ ５往復/週 往路（月・水・金・土・日）復路（月・火・木・土・日） 増便 ＊1

ホーチミンシティ 成田＝ホーチミンシティ 5往復/週（月・火・木・土・日） 増便 ＊1,＊2


