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～2022年3月1日より利用可能～

羽田空港からの日本入国におけるファストトラックの利用について

記載の情報は、2022年3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。

2022.3 INTERNATIONAL

ファストトラックとは

厚生労働省主導のもと空港到着時の手続きを簡素化・迅速化することを目的とし、2022年3月1日以降に羽田空港*より日本に
ご入国されるお客様は、ファストトラックのご利用が可能になります。

MySOS（入国者健康居所確認アプリ）上で、検疫手続きを事前に完了させることができ、日本到着時、
アプリ画面の提示により、検疫書面の審査・提出が不要となる仕組みのこと。

◆ご利用に際して用意するもの

・MySOSがインストールされたスマートフォン等
・パスポート番号
・ワクチン接種証明書（任意）※日本政府が認めたもの
・出国前72時間以内の検査証明書

◆ファストトラックで実施できる手続き

ファストトラックのご利用方法

Step.1 
MySOSアプリをインストール

「日本入国前に検疫手続きの一部をアプリで行うことが可能です。こちらの機能を利用しますか。」という
メッセージが表示されたら「はい」を選択してください。

※MySOSアプリをインストールされる場合は、右記QRコードを読み取り頂くか、最下部に記載しております厚生労働省
ホームページよりインストールください。

登録画面をひらく
MySOSアプリの「検疫手続事前登録」ボタンをタップしてください。

インストールはこちら

Step.２ MySOSアプリから必要書類を登録

アプリの指示に従って、質問票・誓約書・
ワクチン接種証明書（「無」を選択）・
出国前72時間以内の検査証明書を
登録してください。

Step.3 審査

検疫手続確認センターでの登録内容の確認が完了するとアプリ画面が
緑に変わります。
＊搭乗便到着予定日時の16時間前までに申請していれば、入国までに審査完了します。

＊検査証明書を事前に登録せず空港で提示する場合は、アプリ画面は黄色となります。
＊申請内容に不備がある場合は、赤色になります。再登録してください。

画面が
赤色

画面が
緑色

Step. 4 日本入国時MySOSの画面を見せる

緑色の画面の場合、下記の手続きが画面を見せるだけで完了します。
・MySOSダウンロードの確認 ・質問票、誓約書の入力
・ワクチン接種証明書有無の確認 ・出国前72時間以内の検査証明書の確認

画面が
緑色

画面が
黄色

黄色の画面の場合、下記の手続きが画面を見せるだけで完了します。
・MySOSダウンロードの確認
・質問票、誓約書の入力 ・ワクチン接種証明書有無の確認

MySOS

MySOS

MySOSMySOS

入国前 Web上

入国時 空港にて

出国前72時間以内の検査証明書を登録しない場合は、
黄色の画面と、紙などで取得した検査証明書を検疫で
提示いただくようお願いします。

ANAホームページからファストトラックページへのアクセスについて

ANA Care Promise
ホームページへアクセス

ANAおよびANA Care Promiseホームページを通じてファストトラックページをご確認いただけます。

◆詳細はこちらのURLをご確認ください。 厚生労働省： https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_23806.html
ファストトラック：https://www.hco.mhlw.go.jp/fasttrack/

https://ana.ms/anacarepromise

日本・海外の出入国情報について国際線トップ
(or 国内線トップ)

https://www.ana.co.jp/ja/jp/international/

※登録審査には一定時間を要します。
※現在、オミクロン株への対応によりファストトラックをご利用いただいた場合でも到着空港において検疫等の手続きに
時間を要することがございます。あらかじめご了承ください。

・質問票の記入
・誓約書の記入
・ワクチン接種証明書の有効性の確認
・出国前72時間以内の検査証明書の有効性の確認
・健康居所確認アプリ（ＭｙＳＯＳ）のインストールとログイン

※参考：厚生労働省ホームページ

*中部国際空港、関西国際空港、福岡空港よりご入国される方もご利用可能です。

https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_23806.html
https://www.hco.mhlw.go.jp/fasttrack/
https://ana.ms/anacarepromise
https://www.ana.co.jp/ja/jp/international/
https://www.ana.co.jp/ja/jp/international/
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S&P Global社 世界的サステナビリティ格付け
『Sustainability Awards 2022』 にて 航空会社で唯一ゴールドクラスを受賞

人に、環境にやさしい国際線機内食を提供
～食のユニバーサル化推進（第2弾）、調理残渣の循環型仕組みの導入～

記載の情報は、2022年3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ホールディングス株式会社（代表取締役社長：片野坂 真哉、以下「ANAHD」）は、世界的な社会的責任投資（SRI）※1

の評価会社であるS&P Global社※2の「Sustainability Awards 2022」にて、最高格付けのゴールドクラスに選定されました。
2018年、2019年、2021年に続いて4回目の受賞となります。
ANAHDは、安全の追求、ブランド管理、情報セキュリティ、人材の採用・定着のための取り組みなどを評価いただき、航空業界として
は唯一のゴールドクラスとなりました。
Sustainability Awards 2022は、S&P Global社が企業の持続可能性（サステナビリティ）を「経済」、「環境」、「社会」の3つの
側面から評価し、特に優れた実績のある企業に対して、ゴールド、シルバー、ブロンズの格付けを行っています。2022年は、61の産業
より世界7,554社の主要企業を対象に評価を実施しました。ゴールドクラスへの選定は、評価対象企業1％の75社で、そのうち4社が
日本企業でした。
ANAHDは、今後も安全を経営の基盤に、社会的価値と経済的価値の同時創造による持続可能な成長を目指していきます。

※画像はイメージです。

*1 社会的責任投資（Socially Responsible Investment）
従来の財務分析による投資基準に加え、環境（E）・社会（S）・ガバナンス（G）といった企業の社会的責任や
貢献を重視して行う投資手法。
*2 S&P Global社は、世界の資本市場およびコモディティ市場における信用格付け、ベンチマークなどを提供する
世界有数の金融サービス会社で、ESGを含む重要なビジネス要因に関する詳細なデータ、考察を提供しています。

詳細はこちらのURLをご確認ください。
 ANA Future Promiseの取り組みについて https://www.ana.co.jp/ja/jp/topics/ana-future-promise/human-rights/2022-02-22-01/

INTERNATIONAL

3月1日より、日本発便の国際線機内食において、ANA Future Promise※1に基づく2つの新たな取り組みを開始します。
（1）<食のユニバーサル化推進>すべてのお客様の選択肢を増やすべく、ビジネスクラスの軽食メニューとして、脂質・カロリー大幅カット
かつ食物繊維豊富な、おからとこんにゃく由来のDeats（ディーツ）※2を使用したヘルシーなメニューをお楽しみいただけるようになります。
（2）<調理残渣の循環型仕組みの導入>機内食調理時に発生する残渣からリサイクルされた堆肥を使用して育った“ソフトケール”を、
エコノミークラスのサラダに取り入れます。

（1）食のユニバーサル化推進 （第2弾）

ビジネスクラスの新たな軽食メニューにて、おからとこんにゃく由来のDeatsを使用した肉不使用、ヘルシーなかつ丼をお楽しみいただける
ようになります。

◆提供メニュー
軽食 “ヘルシー”かつ丼 ～肉不使用、日本伝統のおからこんにゃくで美味しく健康に～

◆提供時期、対象クラス・路線
2022年3月1日（火）～（通年予定） ※切り替え時期は変更になる可能性あり

国際線ビジネスクラス 日本発北米、ヨーロッパ、インド、オセアニア路線 ※ホノルル、ウラジオストクを除く

また春以降、羽田空港と成田空港の国際線ANA SUITE LOUNGEにおいてもDeatsを活用したヘルシーなメニューをお届け
できるよう準備中です。今後も機内やラウンジ等へ幅広くメニューを展開してまいります。

（2）調理残渣の循環型仕組みの導入

◆提供メニュー
ミックスサラダ（カップ入り）

◆提供時期、対象クラス・路線
2022年3月1日（火）～
国際線エコノミークラス 日本発国際線全路線 ※中国大陸、香港、台北、マニラ、ソウルおよび深夜便を除く

機内食製造時の調理残渣からリサイクルされた堆肥を使用して育った“ソフトケール”をエコノミークラスのサラダの中でお楽しみいただけます。

※1ANAグループでは、持続可能な社会の実現と企業価値向上を目指し、「環境（Environment）」、「社会（Social）」、「ガバナンス（Governance）」に
配慮したESG経営を推進しています。ESGをより身近なものとして活動を推進していくにあたり、「ANA Future Promise」のスローガンのもと、お客様のご理解やご
協力をいただきながらANAグループとしての一体感のある取り組みに発展させ、SDGsの達成を目指す。
※2大豆おから、こんにゃくを原料とする伝統と技術が融合した次世代食品。肉や魚の代わりとして、多様なメニューに活用可能。

https://www.ana.co.jp/ja/jp/topics/ana-future-promise/human-rights/2022-02-22-01/
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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、2022年2月15日から
2022年3月26日までの追加対応分および2022年3月27日から2022年6月30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2022/3/28-2022/7/1となります。
＊2：往路はご搭乗いただけません。
＊3：4/1、4/29 については販売開始日は未定です。

記載の情報は、2022年3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。

【2022年2月15日～2022年3月26日追加分】

【2022年3月27日～2022年6月30日 運航計画以前からの運航継続路線】

＊1：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

アジア

チェンナイ 成田＝チェンナイ - 継続 往路3/12、復路3/13 臨時便として運航。

ハノイ 成田＝ハノイ 2便/週 往路 （木・土）(NH897) 増便

ホーチミンシティ 羽田＝ホーチミンシティ 2便/週 往路 （木・日）(NH891) 増便

ヤンゴン 成田＝ヤンゴン - 調整中 3/18は運航。＊1

北米 シアトル 成田＝シアトル 1往復/週（土） 継続 3/10、17 の NH177 は運航。

欧州
パリ 羽田＝パリ 3往復/週（水・金・日） 継続 3/12、19、26 は運航。

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) 継続 3/12、19 は運航。

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便/週 往路（月・火・木・土）3便/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便/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 7往復/週 継続

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便/週 往路（月・火・木・土）3便/週 復路（水・金・日） 継続

バンクーバー 成田＝バンクーバー 3往復/週（月・水・土） 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 3往復/週（月・金・日） 継続

欧州

パリ 羽田＝パリ 3往復/週（水・金・日） 継続 5/1、6は運休。

フランクフルト 羽田＝フランクフルト 7往復/週 (NH203/204) 継続

ブリュッセル 成田＝ブリュッセル 2往復/週（水・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 5/6は運休。

香港 成田＝香港 2便/週 往路（火・金）復路（水・土） 継続 ＊1

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

デリー 羽田＝デリー 3往復/週（月・水・金） 継続 臨時便として運航。

ムンバイ 成田＝ムンバイ 2往復/週（木・土） 継続 臨時便として運航。

シンガポール
成田＝シンガポール 5便/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 5/1、5は運休。

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

マニラ
成田＝マニラ 7往復/週 継続 ＊1

羽田＝マニラ 7便/週 復路 継続 往路運航便数は調整中。

シドニー 羽田＝シドニー 5便/週 往路（月・水・木・土・日）復路（月・火・木・金・日） 継続 往路5/1、4 復路5/2、5 は運休 ＊1

【増便 & 減便、及び調整中 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
シアトル 成田＝シアトル 2往復/週 （木・土） 増便

サンフランシスコ 成田＝サンフランシスコ 5往復/週（月・火・水・木・土） 増便

欧州
ロンドン 羽田＝ロンドン 7往復/週 増便 5/2、3、5、6、9、10は運休。

フランクフルト 羽田＝フランクフルト 5往復/週（月・火・金・土・日）(NH223/224) 増便

アジア

ハノイ 成田＝ハノイ 2便/週 往路 (木・土）復路 5便/週 (水・木・金・ 土・日) 増便
3/27は復路NH898とNH1918 を2便運航。

5/4 は運休。

ジャカルタ 羽田＝ジャカルタ 3往復/週 （火・木・日） 減便 5/3、5は運休。

ホーチミンシティ
成田＝ホーチミンシティ - 調整中

羽田＝ホーチミンシティ - 調整中

ヤンゴン 成田=ヤンゴン - 調整中 4/1、8、29 は運航。 ＊２ ＊3


