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経由地のお乗り継ぎ・入国要件改訂案内


下記は 7 月６日現在のものですが、情報は予告無しに頻繁に更新されます。最新の情報をご確認ください。



国際線ご利⽤の際は、お乗り継ぎ要件を満たすこととは別に、パプアニューギニア、または日本等最終目的地国の
入国要件を全て満たしていることが前提になります。



⾹港特別⾏政区の要請により⾹港路線の機内⾷の提供を中⽌しております(お水を除く)。予めご了承くださいま
すようお願い申し上げます。

【シンガポール乗り継ぎ】


乗り継ぎできる航空会社︓SQ/MI、QR、AF、KL 運航便。（コードシェア便は対象外）(JL 便は乗継可能航空会
社ですが、下記乗り継ぎ要件を適⽤した場合の運賃設定が無い、又は同冊航空券を承認していない運賃設定のため実質的に乗り
継ぎできません)



要件︓1. 全旅程が同一予約記録で作成されていること（ 同冊の航空券であること）
2. 最終目的地の入国要件を全て満たしていること
3. 受託手荷物を乗機地より最終目的地まで送れること
4. 出発前コロナ検査、ワクチン接種証明書は不要です
5. お乗り継ぎ時間は 48 時間以内 (SQ Web)

7 月 1 日現在
【往路】 SQ 637 火木日
SQ 671
SQ 655
PX 393

木
木

シンガポール着 1720

名古屋発 1030
福岡発 1055

シンガポール着 1605
シンガポール着 1555

シンガポール発 2035

ポートモレスビー着 0510（翌日）

PX 393 月火⾦日 シンガポール発 2050

ポートモレスビー着 0525（翌日）

【復路】 PX 392



日

成田発 1110

木

ポーモレスビー発 1450

シンガポール着 1920

PX 392 月火⾦日 ポーモレスビー発 1505

シンガポール着 1935

SQ 638 月⾦

シンガポール発 2355

成田着 0800（翌日）

SQ 672 水土

シンガポール発 0120

名古屋着 0905

SQ 656

シンガポール発 0155

福岡着 0855

土

空港乗り継ぎエリア内 ホテル施設:
Aerotel Singapore (Terminal 1)、Ambassador Transit Hotel (Terminal 3)

https://www.changiairport.com/en/airport-guide/facilities-and-services/transithotels.html#Aerotel



一時的に入国手続され、再度ご利⽤便の搭乗手続きを⾏う場合


受託手荷物はシンガポール⽌めになりますのでお受け取りください。



SGAC を通して、eHDC (electronic Health Declaration Card) を事前に送信してください。



到着の 3 日前に SG Arrival Card (SGAC)を送信することができます。(入国を保証するものではない)
*eHDC 及び SGAC は、https://eservices.ica.gov.sg/sgarrivalcard/ を通してできます。



承認された下記ワクチン接種証明書を所持していること
WHO EUL ワクチン (下記参照) の定められた回数の接種を、その有効性が出る期間前までに完了する。
https://safetravel.ica.gov.sg/arriving/overview#table

 有効な査証があること（必要な人のみ）
 国際線出発前コロナ検査要件は不要になりました。
 右記アプリをスマートフォンにダウンロードして各お手続きを完了してください。
参照 URL: https://safetravel.ica.gov.sg/arriving/general-travel/fully-vaccinated


12 歳以下の子供は、ワクチン接種状況に関わらず入国が可能です。



⻩熱病の感染リスクがある国々からの旅⾏者は、有効な⻩熱病ワクチン接種証明書が必要です。証明書が
無い旅⾏者は 6 日間の隔離または出発地へ⾃費で戻らなければなりません。



シンガポール出発の要件は特にありませんが、目的地の入国要件を満たさない場合は出発できません。
（日本入国には 72 時間以内の PCR 検査陰性証明書が必要です）



ご注意︓全日空との契約、提携はありません。受託手荷物は往復ともにシンガポールで受け取り、入国、再度搭乗手
続きを⾏ってください。万が一手違い等により、羽田又はポートモレスビーにて受託手荷物がスルー送られ、お荷物が損傷、
紛失等した際の補償等は未提携のためありせんのでご注意ください。

【マニラ乗り継ぎ】


乗り継ぎできる航空会社(ターミナル１)︓JL 運航便 (コードシェア便対象外)



要件︓1. ご利⽤便が同一ターミナルであること（ターミナル１）
2. 受託手荷物を乗機地より最終目的地まで送れること
*同一ターミナルの場合は、PCR 検査証明、OHP 等不要で目的地の入国要件を満たしていることが最優先

7 月 6 日現在
【往路】 JL 745

⾦

成田発 1800

マニラ着 2140

PX 011

⾦

マニラ発 2310

ポートモレスビー着 0645 (翌日) (〜9 月 9 日まで)

JL 741

水日 成田発 0930

PX 011 水日 マニラ発 2125

マニラ着 1310
ポートモレスビー着 0500（翌日）

【復路】 PX 010

水日 ポートモレスビー発 1650

JL 078

水日

マニラ発 2325

＊PX 010

⾦

ポートモレスビー発 1850

土

マニラ発 1005

マニラ着 2010

羽田着 0445（翌日）
マニラ着 2210 (〜9 月 09 日まで)

宿泊
＊JL 746

成田着 1535

＊マニラ到着時、セキュリティ・エスコート・サービスをご利⽤の上、Day Room にてお休み下さい(いずれも有料)

9 月 11 日〜9 月 30 日
【往路】 JL 741 水⾦日 成田発 0930
PX 011 水⾦日 マニラ発 2125

マニラ着 1310
ポートモレスビー着 0500（翌日）

【復路】 PX 010

月水⾦

ポートモレスビー発 1650

JL 078

月水⾦

マニラ発 2325

＊PX 010

マニラ着 2010

羽田着 0445（翌日）

日

ポートモレスビー発 1650

月

マニラ発 1005

マニラ着 2010

宿泊
＊JL 746

成田着 1535

＊マニラ到着時、セキュリティ・エスコート・サービスをご利⽤の上、Day Room にてお休み下さい(いずれも有料)



マニラ空港 第一ターミナル 「セキュリティ・エスコート・サービス」 （有料）
第一ターミナルでのお乗り継ぎ便が翌日になる場合、入国管理局の「セキュリティ・エスコート・サービス」をご利⽤す
ることにより、CIQ 検査を⾏わず、簡易宿泊施設「Day Room」にご案内、お乗り継ぎになる便のお手続き時間ま
でお休みになることができます。（最⻑ 24 時間）
・手配依頼︓出発の 3〜4 日前に、弊社へご連絡ください。こちらから手配を⾏います。
・料⾦︓お客様ご⾃⾝が現地で直接現⾦でお⽀払いください。（弊社は手配のみ）
お客様お一人につき、1 時間 5 ⽶ドル。（到着時刻より乗り継ぎ便お手続き開始時刻頃まで）
＊PX010 便にてマニラに到着し、降機した際に弊社空港スタッフに手配依頼している旨お申し出ください。
＊当該サービスは、原則第一ターミナル到着、出発にのみご利⽤いただけます。ターミナル移動を伴う場合はご利
⽤できません。



マニラ空港 第一ターミナル 簡易宿泊施設 「DAY ROOM」
・部屋数︓12 部屋（満室の場合、大部屋にマットレス、枕、ブランケット等を⽤意して対応）
・予約︓事前予約はできません（受付順）
・宿泊料⾦︓お一人１泊 フィリピンペソ 1800 現⾦払い（約 4600 円）
・乗り継ぎ宿泊の場合は、入国管理局が手配する「Security Escort Service」 による引率が必要。
＊レストラン等はありません。（⾷事、お飲物は予めショップ等でご購入の上お持ち込み下さい）
参照︓https://dayroomnaiat1.wordpress.com/



5 月 1 日現在、日本発フィリピン航空から弊社 PX 便への乗り継ぎ、乗り換えはマニラでの入国が制限されている
事により禁⽌されております。

【 香港乗り継ぎ 】


乗り継ぎできる航空会社︓CX, QR, EK,AF, & QF (IATCI 協定)及び JL 運航便 (コードシェア便対象外)



要件︓1. 全旅程が同一予約記録で作成されていること（同一記録内複数航空券は許可）
2. 受託手荷物を乗機地より最終目的地まで送れること
3. 24 時間以内のお乗り継ぎであること
4. 6 月 1 日よりコロナウィルス陰性証明書は不要になりました。
5. 出発地において、乗継便、目的地までの搭乗券が必要です
JL 便とのお乗り継ぎ⽅法
日本→⾹港→ポートモレスビー︓JL 便チェックイン前に PX 便のオンラインチェックインを⾏いモバイル搭
乗券(MBP)または印刷した搭乗券(SPBP)を事前にご⽤意いただき、
カウンターにてご提示ください。
ポートモレスビー→⾹港→日本︓PX 便チェックイン前に JL 便のオンラインチェックインを⾏いモバイル搭
乗券を事前にご⽤意いただき、カウンターにてご提示ください。

7 月 6 日現在のスケジュール
【往路】 JL 029

土

羽田発 1020

⾹港着 1405

PX 019 土

⾹港発 2045

ポートモレスビー着 0530（日）

【復路】 PX 008
JL 736


土

ポートモレスビー発 1500

日

⾹港発 0140

⾹港着 1935

成田着 0705

その他の情報


PX ビジネスクラス ラウンジ (Plaza premium lounge) located near gate 1.
*The lounge agreement is only 3 hours.
*Lounge open hour 06:00 am to 00:30am.



Layover night
*Plaza Rest Cabin - Gate 35 - resting cabin opening: 00:00 to 10:00
Charge: HKD 1300 (6hrs usage)

【 シドニー乗り継ぎ 】


乗り継ぎできる航空会社︓QF, CX, QR, EK,AF (IATCI 協定)及び JL 運航便 (コードシェア便対象外)



要件︓1. 日本国籍を含む乗り継ぎが認められた国籍の旅⾏者であること
2. 有効な乗り継ぎ査証又は査証無しで乗り継げる資格(TWOV)を有すること(下記要件を満たす旅客)
a. 航空機での到着
b. 8 時間以内の乗り継ぎで、目的地への予約済み航空券を所持していること
c. 目的地の入国要件を全て満たしていること
* TWOV にてお乗り継ぎをされる旅客は、乗り継ぎラウンジを利⽤することができます
* TWOV が可能な国籍︓日本、パプアニューギニア等下記参照
https://immi.homeaffairs.gov.au/visas/getting-a-visa/visa-listing/transit771/travellers-eligible-to-transit-without-visa
* 受託手荷物の受取や乗継便搭乗手続き等で入国する場合は、査証が必要です
* シドニー空港は 24 時間空港ではありませんので空港での夜間の滞在はできません。そのため、到着
日にオーバーナイトする旅⾏者は、入国の為の所定の査証を取得する必要があります
* 8 時間以上 72 時間以内のお乗り継ぎは 「Transit Visa」 の取得が必要です



その他︓ a.（豪州）7 月 6 日より、入国の際のコロナウィルス・ワクチン接種状況申告が不要になりました
それ以外のコロナウィルス関連要件はそのまま継続になります
b. （豪州）7 月 5 日より、DPD(Digital Passenger Declaration)の申告が不要になりました
c. （豪州）豪州の出国に関してはワクチン接種証明書は求められません
参照︓ https://www.homeaffairs.gov.au/covid19/entering-and-leaving-australia
d. (NSW) 到着時のコロナ検査要件はありません

7 月 6 日現在のスケジュール
【往路】 JL 051 日
PX 002 月
【復路】 PX 001 月

羽田発 1930
シドニー発 1115

シドニー着 0625 (翌日)
ポートモレスビー着 1515

ポートモレスビー発 0620

シドニー着 1015

宿泊
JL 052 火


シドニー発 0815

羽田着 1705

その他の情報


往路は TWOV にてお乗り継ぎ、受託手荷物はポートモレスビーまでスルーでお預かりいたします
復路は宿泊になりますので入国、乗り継ぎ査証が必要になり荷物はシドニーまでのお預かりになります



ご注意︓全日空との契約、提携はありませんので、TWOV でのお乗り継ぎは、機内持込手荷物のみでご利⽤の場合を
除いてできません。また、受託手荷物は往復ともシドニーで受け取り、入国、搭乗お手続きをすることになりますので、乗り
継ぎ査証が必要になります。万が一手違い等により、羽田又はポートモレスビーにて受託手荷物がスルー送られ、お荷物
が損傷、紛失等した際の補償等は未提携のためご注意ください。

