
日本航空ご利用ガイド

2022年10月5日
日本航空パリ支店

• こちらのご案内は 2022年10月5日 現在の情報となります。

• 出入国、検疫情報等は随時変更されますので

      ご利用の際は最新の情報をご確認頂きますようお願い致します 。
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フランス・日本間の出入国制限について

外務省「新型コロナウイルス感染症に関する新たな水際対策措置」（2022年10月11日以降適用）

2022年9月26日付 
https://www.anzen.mofa.go.jp/info/pcwideareaspecificinfo_2022C083.html

日本国籍の方　：

フランスから日本へご入国の場合、また日本からフランスへご渡航の場合でも 特別な渡航理由を証明する必
要はありません。
フランス入国時の新型コロナウィルス関連の必要書類は不要となっております（詳しくは 18頁ご参照
日本ご到着の際、日本政府の認めるワクチンを３回接種済みの場合は出発 72時間前以内の陰性証明書は不
要となります。（詳しくは6頁ご参照）
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外国籍の方　：

2022年10月10日までの日本ご到着
新規入国の場合、特段の事情のある日本人配偶者やお子さま、また受入責任者管理のもと、
観光目的の短期間の滞在の新規入国（旅行代理店等を受入責任者とする場合に限る）が 査証取得の上認
められております。

2022年10月11日午前0時以降の日本ご到着
日本国内に所在する受入責任者による入国者健康確認システム（ ERFS）における申請を求めないこととし
ます。併せて外国人観光客のパッケージツアーに限定する措置を解除、 査証免除措置の適用を再開。  ただ
し全ての帰国者・入国者について、世界保健機関（ WHO）の緊急使用リストに掲載されている ワクチンの接
種証明書（３回）又は出国前７２時間以内に受けた検査の陰性証明書 のいずれかの提出を求めることとしま
す。

https://www.anzen.mofa.go.jp/info/pcwideareaspecificinfo_2022C083.html
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ロシア・ウクライナ情勢により、JALパリ羽田線を含む欧州線のスケジュールは、
現在　2023年3月25日まで確定しております。
また10月30日からの運航機材は現在のボーイング787から777へ変更となります。

パリ⇔羽田直行便は毎日運航中です。ぜひ年末年始のご帰国にご利用ください。

●欧州線の運航について
https://www.jal.co.jp/jp/ja/info/2022/other/220303/?m=important_notice
●発着案内について
https://www.jal.co.jp/flight-status/inter/
●ご予約
https://www.jal.co.jp/flights/ja-fr/flights-from-france 

日本航空欧州線運航状況について
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オンラインセミナー参加お申し込みは こちらあるいはQRコードから

 更新

https://www.jal.co.jp/jp/ja/info/2022/other/220303/?m=important_notice
https://www.jal.co.jp/flight-status/inter/
https://www.jal.co.jp/flights/ja-fr/flights-from-france
https://japanairlines.zoom.us/webinar/register/WN_wj0mV2zqS5em6W9il3nb8g
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 運航確定スケジュール　

便名 出発空港・時刻  到着空港・時刻 運航日 運航ルート 運航時間

JL046 
 

パリ 19：00 羽田 15:45（翌日） 　　　毎日運航
中央アジア通過の

南回りルート
13時間45分

便名 出発空港・時刻 到着空港・時刻 運航日 運航ルート 運航時間

JL045 
 

羽田 　8：30 
 

パリ  16:45（同日）   　　毎日運航
アイスランド通過の

北回りルート
15時間15分

パリ＝羽田直行便毎日運航！

※スケジュールは予告なく変更となる場合がございます。 3

～10月29日まで

※運航機材：ボーイング787-8/787-9
シートクラス：ビジネスクラス、*プレミアムエコノミー、エコノミークラス　　*787-8での運航日は

プレミアムエコノミーの設定はございません。

便名 出発空港・時刻  到着空港・時刻 運航日 運航ルート 運航時間

JL046 
 

パリ 19：10 羽田 17:00（翌日） 　　　毎日運航
中央アジア通過の

南回りルート
13時間50分

便名 出発空港・時刻 到着空港・時刻 運航日 運航ルート 運航時間

JL045 
 

 
   羽田 　9：25

 
パリ  16:25（同日）   　　毎日運航

アイスランド通過の
北回りルート 15時間00分

10月30日～3月25日まで
※運航機材：777    シートクラス：ファーストクラス、ビジネスクラス、
　　　　　　　　　　　　　　　　プレミアムエコノミー、エコノミークラス　

JL102   伊丹発　07 : 10     羽田着   08：15  

JL220   関西発　06 : 50     羽田着   07：50  

JL370   北九州   06 : 50     羽田着   08：10  

伊丹、関西、北九州からの
お乗り継ぎが可能に！

15分短縮

 更新
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運航ルートについて

ウクライナ情勢につき、通常とは異なるルートで運航しておりますため、通常の直行便より運航時間が長く
なっております。

　　　欧州発日本行き：中央アジア通過の南回りルート
　　　日本発欧州行き：グリーンランド、アイスランド通過の北回りルート

 ＜従来ルートと迂回ルートの運航時間差＞

◆パリ線　（夏ダイヤ）

往路(羽田-パリ)： 従来ダイヤ 12時間35分 ⇒ 北回り迂回時ダイヤ 15時間15分(2時間40分増)
復路(パリ-羽田)： 従来ダイヤ 11時間55分 ⇒ 南回りルート迂回時ダイヤ13時間45分 (1時間50分増)

◆迂回ルート（参考）
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日本ご入国時に
必要な書類
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フランスご出発

6

以下のケースにより出国前72時間以内の検査証明書（陰性）の必要の有無が異なります。

　●厚生労働省が有効とするワクチン 3回接種済みの場合→検査証明書（陰性）は不要
　　　　　　　　　　　　　　
　●当該ワクチン未接種の場合 　　　　　　　　　　　    →検査証明書（陰性）が必要

厚生労働省が有効とするワクチン3回接種済みの場合

＜必要書類・手続き＞
・質問票（渡航情報、健康状態等の入力）  の事前WEB登録、ワクチン接種証明書が必要 　

＜ファストトラック＞
・日本でのスムーズな入国のために ファストトラック=MySOS(入国者健康居所確認アプリ )    
   での事前登録を強く推奨いたします。手順に従い ワクチン接種証明書 までの登録が済み
　審査が完了すると画面が数時間後に 青色になります。  羽田空港ではこの青色の画面を
     見せるだけ！目安としてご出発の２週間以内のご登録をお勧めします。
    https://www.hco.mhlw.go.jp/fasttrack

＜ワクチン接種証明書＞
・英語か日本語表記の必要があります。フランスでワクチンを接種された場合、アプリ Tous Anti Covid 
   でワクチン接種のQRコードを表示し最上部にある Frontièreというタブに切り替えると 英語併記のQR
    コードが表示されるのでそちらを携帯電話にダウンロードし MySOSへアップロードすること
　で問題ありません。その他詳細については以下をご参照ください。
　 
   ◎水際措置に関する Q＆A（9月7日時点）https://www.fr.emb-japan.go.jp/files/100388806.pdf

 
 有効なワクチン3回未接種の場合

https://www.hco.mhlw.go.jp/fasttrack
https://www.fr.emb-japan.go.jp/files/100388806.pdf
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フランスご出発

厚生労働省が有効とするワクチンを3回接種していない場合
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＜必要書類・手続き＞
・出国前72時間以内の検査証明書（陰性）が必要
・質問票（渡航情報、健康状態等の入力）  の事前WEB登録が必要　

＜ファストトラック＞
・日本でのスムーズな入国のために ファストトラック=MySOS(入国者健康居所確認アプリ )    
   での事前登録を強く推奨いたします。手順に従い 検査証明書（陰性）までの登録が済み
　審査が完了すると画面が数時間後に 青色になります。  羽田空港ではこの青色の画面を
     見せるだけ！
    https://www.hco.mhlw.go.jp/fasttrack

＜検査証明書（陰性）＞
　検査証明書は原則として、厚労省「所定のフォーマット」の使用を強く推奨いたします。
　詳細については次頁〜 10頁をご参照ください。

　 ー・－・－・－・－・－・ー・－・－・－・－・－・ー・－・－・－・－・－・

＜質問票＞ファストトラックを利用できない方向け
ファストトラックを利用できない場合、 質問票記入を事前に終わらせる必要があります。質問票 WEBより回答し、
QRコードを作成してください。 QRコードはスクリーンショットで保存または印刷し検疫時に提示をしてください。
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00251.html

https://www.hco.mhlw.go.jp/fasttrack
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00251.html
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フランスご出発　厚労省が認めるワクチンを3回接種していない場合

　　 フランスにて陰性証明書を取得の際には以下につきご留意ください。

  （１）検体採取日時から搭乗便の出発予定時刻までが 72時間以内*であること。
  （２）厚生労働省所定フォーマットのご使用を推奨いたします。
　　　所定のフォーマットは下記厚生労働省ウェブサイトあるいは 左記QRコード
　　　よりダウンロード可能。日英語併記版、英仏語併記版等があります。　 　　
           https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00248.html
                  　*フランス国内や、他国から乗り継ぎ便で日本へご帰国の場合、72時間の起算ポイントは一番最初に
        　　　　搭乗される便の時刻表上の出発時刻となります。 一旦乗り継ぎ地点での空港から出られる場合は
        　　　　乗り継ぐ便の時刻表上の出発時刻が起点となります。 
　　　　　　厚生労働省所定のフォーマットに基づく新型コロナウイルス検査証明書を取得できる検査機関リスト
　　　　　　（パリ市を含むイル・ド・フランス地域圏）　https://www.fr.emb-japan.go.jp/itpr_ja/labolist.html
   （３）検査証明書へ記載すべき内容　：以下全ての項目が記載されている必要があります。
　　　　　 ① 交付年月日、氏名、生年月日
　　　　    ② 検査法、検体採取方法（次ページ内容に限る）
　　　    　③ 結果、検体採取日時（時間も必須です）
　　　        ④ 医療機関名　　　　　         　　　　 

検査証明書（陰性）

新型コロナウイルスに罹患し、療養期間後に回復したものの、PCR検査で陽性の結果が続くため日本に帰国できない場
合には、フランス政府が定める療養期間の経過後に在外公館に提出された必要書類が以下に定める要件に合致するこ
とを条件として、在外公館が領事レターを作成し、それを陰性証明書に代えて日本に入国できる場合があります。詳しく
は在仏日本国大使館WEBサイトからご参照ください。

　有効な陰性証明書をお持ちでない場合、記載内容に不備がある場合はご搭乗いただけない場合が　ござ
います。 検査証明書の取得が困難かつ真にやむを得ない場合には、出発地の在外公館に
　ご相談ください。　
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https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00248.html
https://www.fr.emb-japan.go.jp/itpr_ja/labolist.html
https://www.fr.emb-japan.go.jp/itpr_ja/20012.html
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厚労省指定書式（または指定外書式）において以下のような不備
がある場合、有効な検査証明書としてみなされません のでご注意く
ださい。

•氏名、生年月日、医療機関名がないもの 
•検査方法、検体採取方法が指定以外のもの
•上記について検査証明書内の検査方法、検体採取方法に
 複数のチェックがあるもの 

•検体採取日時がないもの
•検体採取時間が出国72時間以内を過ぎているもの 
•厚労省指定外書式の場合、英語以外の言語となっているもの 
•厚労省指定外書式の場合、書式が英語であっても検査方法、　
 検体採取方法 についての記載が英語以外のもの

•修正は避ける

厚労省・検査証明書 Q&A
https://www.mhlw.go.jp/content/000825073.pdf

検査証明書（陰性）

フランスご出発　  

不備例 

厚生労働省所定フォーマット

9

https://www.mhlw.go.jp/content/000825073.pdf
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フランスご出発　  

　　　

　

  

　   検体採取方法は以下のいずれかに限り有効 　
        鼻咽頭ぬぐい液、唾液、
　    鼻咽頭ぬぐい液と咽頭ぬぐい液の混合、
　    鼻腔ぬぐい液

　  
　

　　　        核酸増幅検査 　　　　   　その他

■real time RT-PCR法
real time reverse transcription PCR

■次世代シーケンス法
Next Generation Sequence

■LAMP法
Loop-mediated Isothermal Amplification

■抗原定量検査※
Quantitative Antigen Test※（CLEIA）

■TMA法
Transcription Mediated Amplification

■TRC法
Transcription Reverse-transcription
Concerted reaction

■Smart Amp法
Smart Amplification process

■NEAR法
Nicking Enzyme Amplification Reaction

厚生労働省新型コロナ感染症相談窓口

日本国内から：0120-565-653 

海外から　　：+81-3-3595-2176
　　　

OPEN 9:00~21:00(日本時間)   

※フランスの薬局で行われている抗原検査は基
本的に簡易的な「抗原定性検査」であり、日本政
府の指定している「抗原定量検査」ではないこと
から、有効な検査とはならないのでご注意くださ
い。

検査方法は以下、有効ないずれかの方法であること検査証明書（陰性）
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フランスご出発

ファストトラックのご利用方法

アプリ【MySOS】をインストール

アプリから登録

登録完了・審査

審査完了

質問票、誓約書、ワクチン接種証明書
またはご出発72時間以内の検査証明書（陰性）

検疫手続確認センターによる内容の確認

確認が完了すると黄色から青色に変わります
（ワクチン接種証明書を登録する場合は赤 →青へ）

日本へご出発

スムーズなご入国の

ために！

青の画面を提示

入国時＠空港

検疫

空港検疫で実施している手続きを入国者健康居所
確認アプリ（My SOS）を通じ、WEB上で日本入国
前に済ませることができるシステムです。
https://www.hco.mhlw.go.jp/fasttrack/
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https://www.hco.mhlw.go.jp/fasttrack/
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フランスご出発　　

・有効なワクチン接種証明書を保持していない  18 歳未満のお子さまについては、有効な接種証明書を

    保持する同居する親等の監護者が同伴し、当該お子さまの行動管理を行っている場合は、

    特例的に「有効な接種証明書を保持する者」として取り扱い当該監護者と同様の陰性証明書の免除が

    認められることになります。

     ※接種証明書を保持していない  18 歳未満のお子さまが単独で（接種証明書を保持する保護者の

       同伴なしで）入国する場合には上記の特例は認められません。

・質問票（渡航情報、健康状態等の入力）  の事前WEB登録も大人同様必要です。

   ＜ファストトラック＞
　　12歳以下のお子さまの場合、同行される保護者の方との同行者登録が可能です。
         13歳以上のお子さまの場合ご自身のスマートフォンをお持ちであればご登録をお勧めいたします。

　　その他ご不明点は事前に各空港検疫所にてご確認ください。

        ★空港検疫所一覧     
　　   https://www.mhlw.go.jp/general/sosiki/sisetu/ken-eki.html

　　　　　 　　　

お子さまの必要書類について
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https://www.mhlw.go.jp/general/sosiki/sisetu/ken-eki.html
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フランスご出発

• パリ・シャルル・ド・ゴール空港
ご出発の流れ
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チェックイ
ン

他地域から046便
へのお乗り継ぎ

パリ発羽田行きJL046便ご利用の流れ

CDGご入場

JAL便ご搭乗手続き（CDGターミナル２E)

CDG空港ご入場 空港内でのマスク着用も義務ではなくなりました。（機内ではマスクの着用

をお願いしております）

チェックイン CDGターミナル2E内のカウンターZONE2あるいは3にて出発時刻  の3時

間前から1時間前まで承ります。

 *カウンター番号は念のため当日空港にてご確認ください。

他地域から046便への

お乗り継ぎ

乗り継ぎカウンターは、通常通りエールフランススタッフによる対応となりま

す。発熱やコロナウィルスの諸症状がある方はゲートにて JALスタッフまで

お申し出ください（ご搭乗いただけない場合がございます）。

ラウンジ ご利用対象のお客さまはエールフランス・ラウンジをご利用いただけま

す。

ショップ・レストラン ほぼ通常通りの営業です。

パスポートチェック 搭乗口通過前にパスポート（顔写真のページ）と搭乗券をご自身で開い

てJALスタッフにご提示ください。

　JAL便ご搭乗まで（出国審査通後）
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日本ご到着
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日本ご到着後の流れ

羽田空港到着階（2F）

My SOS画面
もしくは

書類の確認

スムーズなご入国のためにファストトラックの実施いただくことを強くお勧めいたします。
ファストトラックを実施済みの場合現在、入国までのお時間は平均 30分ほどでスムーズです。

青の画面を提示

入国
審査

荷物
受け取り
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日本ご出発～

    フランスご到着
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日本ご出発⇒フランスご入国

現在、日本からフランス入国の場合、ワクチン接種の有無に

関らず新型コロナワクチン接種証明書やPCR検査などの陰性証明書、

同感染症からの回復証明書をご準備いただく必要はございません。

欧州デジタル式旅客位置情報フォーム（dPLF）へのご登録も不要です。

在日フランス大使館ホームページ（日本語）

https://jp.ambafrance.org/article18093　

フランス内務省（海外からフランス入国時検疫について：仏語）

https://www.interieur.gouv.fr/covid-19/deplacements-internationaux
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知っトク情報
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予約変更料金無料　＜10月31日まで期間延長！＞

サービス概要

• 2022年10月31日までに発券、変更手続きをする場合、360日先の日程で
　   どの運賃※も何度でも変更料金なしでご予約を変更いただけます。
　　ご変更は、元のご出発日の前までにお申し出ください。
　　　　※特典航空券およびJMB片道運賃など対象外がございます。

• ご変更の結果、運賃額が変わり、差額が生じる場合があります。 
払い戻しの場合の手数料は、運賃規則に準じます。 

欧州での発券
のみ対象

その他詳細はこちらから 

 
https://www.jal.co.jp/fr/ja/info/travelalerts/200423/
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JALファミリーサービス

海外赴任、帰任時、赴任中のご家族を訪問される際に、ご渡航をきめ細かくサポートする
JALならではのサービスです。

安心サポート

繁忙期（3月20日〜4月10日/7月20日〜8月31日）はご出発7日前まで、その他の期間は2日前までに

ヨーロッパ予約センター（最終頁ご参照）にてお承りいたします。　　　　　　　　　　　　　　　　　

＜ご利用概要＞

ご利用いただけるお客さま、対象クラス
・JAL運航のJAL便名をご利用の場合。
・対象クラス　ヨーロッパ発：ファーストクラス、ビジネスクラス、プレミアムエコノミークラス、
　　　 　　　　                         一部エコノミークラス(Y,B,H,K) 
　　　　　　　日本発：ファーストクラス、ビジネスクラス、一部プレミアムエコノミー、エコノミークラス（W,Y) 
　　　　　　　特典航空券は、ファーストクラス、ビジネスクラスのみ対象。

サービス内容
海外赴任、帰任時、またはご赴任中のご家族を訪問される場合などで、大人お一人さまで
のご渡航、もしくは、複数の小さなお子さまをお連れの場合やご高齢のお客さまに出入国
やお乗継ぎ時のエスコート、並びに、機内でのお手伝いをさせていただきます。（無料サー
ビス）

お申し込み方法

詳細は下記リンク、あるいは上記 QRコードから！
https://www.jal.co.jp/jp/ja/inter/support/family/

• 配偶者おひとりの場合。
• 配偶者おひとりで16歳未満のお子さまをお連れになる場合。
• 12歳以上16歳未満のお子さまのみの場合※
• 60歳以上のご家族のみの場合
• 16歳未満のお子さまの人数が、16歳以上の同伴者の人数を上回る場合。
　　※日本発着国際線が対象です。

※12歳未満のお子さま一人旅の場合は下記サイトをご参照ください　　https://www.jal.co.jp/jp/ja/inter/support/child/　　

詳細はこちら
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羽田空港国際線有料　エスコートサービス

詳細はこちら

安心サポート

羽田空港発着の国際線ご利用時、お客さまに同行して旅のお手伝いをするサービスを有料にて
提供いたします。

サービス内容  

＜ご利用概要＞ 

●出発時
お客さまを待ち合わせ場所までお迎えにあがります。ご搭乗手続きや保安検査場、
出国手続きに係員が同行いたします。
●到着時
飛行機のそばまでお客さまをお迎えにあがります。到着ロビーまで係員が同行いたします。

2023年3月31日
発着便まで延長！

ご利用いただけるお客さま

●JAL運航のJAL便名、羽田発着国際線ご利用の皆さま
　※団体旅行運賃などの一部運賃をご利用の場合、ご購入の対象外となります。

ご利用料金

●出発時：10,000円　●到着時：10,000円　

詳細は下記リンク、あるいは上記 QRコードから！
https://www.jal.co.jp/jp/ja/inter/support/escort/

お申し込み方法  
（1）便出発の24時間前までのお申し込みの場合
haneda.escort@jal.com宛に空メールをお送りください。日本航空よりお返事をいたします。
お申し込みに際して必要となる内容をお伺いしますのでご確認のうえお返事をお願いいたします。

（2）便出発の24時間前以降のお申し込みの場合
ご出発の空港（海外空港あるいは羽田空港）のチェックインカウンターにて日本航空係員へお申し出ください。
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※お乗り継ぎをお手伝いする
「JALファミリーサービス」とは
異なりますのでご注意ください！

https://www.jal.co.jp/jp/ja/inter/support/escort/
mailto:haneda.escort@jal.com
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JALファミリークラブ

  JALファミリークラブは海外赴任や海外留学など、海外で生活される皆さまのための会員組
織です。ご入会いただきますと ご帰任の際に様々なサービスが受けられます。  

フランスでご入会の場合、手数料  は1000マイルです。 

①帰任時お手荷物増量サービス
*適用対象クラスがございます 。 詳しくはサイトから。

②羽田空港からご自宅まで宅配サービス 

https://www.jal.com/jalfc/service/repatriation/#repatriation02
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JALの「安全・安心の取り組み」について
https://www.jal.co.jp/jp/ja/info/2020/other/flysafe/protection-measures/jal/index.html

安全・安心な空の旅をお届けするための取り組み

JALグループでは、お客さまと社員の安心・安
全を確保するため、お客さまの旅準備、空
港、機内まで、さまざまな対策を講じていま
す。

取り組みの一例

機内消毒の徹底
日本での夜間整備において、テーブル、
ひじかけ、座席テレビ画面やコントロー
ラーなどの座席周り、トイレのドアノブや
蛇口ハンドルなどお客さまの手が触れる
部分を、消毒剤を用いて清掃しておりま
す。

抗ウイルス・抗菌コーティング
機内の座席や収納棚、壁面などお客さ
まが直接手を触れる箇所に抗ウイルス・

抗菌コーティングを実施しています。

JALの「安全・安心の取り組み」
が、アジアで初めて世界最高水準
の評価をダブル受賞！

・英国の航空会社評価機関である
SKYTRAXの「Covid-19 Safety 
Rating」で最高評価の5スターを獲
得。

・米国の非営利団体APEXの監査
「Health Safety Powered by 
SimpliFlying Audit」で最高評価の
「Diamond」を獲得。

24

https://www.jal.co.jp/jp/ja/info/2020/other/flysafe/protection-measures/jal/index.html


©Japan Airlines, ALL rights reserved.

最新の出入国情報ご案内MOVIE

当該「JALご利用ガイド」の内容を 7分程度のプチ動画にまとめました。
常に最新の情報を更新しております。ご出発直前情報としてぜひお役立てください！
以下URLあるいはQRコードから随時ご覧いただけます。
https://youtu.be/YelDv9LFuY4

JAL ご利用ガイドMOVIE

ご帰任、里帰りでご帰国予定の皆さまに安心してご出発いただけるよう
最新の出入国情報についてご案内いたします！

いつでも
ご視聴可

能！

パリ支店スタッ
フが最新情報を

アップ！
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よくあるご質問
Q&A
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Q＆A　 「フランスから日本へのご渡航時」　

Q1.（日本入国時の陰性証明書について）書式についての決まりはありますか？   
A.  はい。証明項目の不備を避けるため下記厚生労働省HPからダウンロードできる書式をご使用ください。  
　https://www.mhlw.go.jp/content/000909641.pdf

Q2.（同上）抗原検査（quantitative antigen test）でも問題ないでしょうか？   
 A. 上記所定書式内に「鼻咽頭ぬぐい液か唾液のRT-PCR、LAMB、TMA, TRC, Smart AMP, NEAR, Next Generation sequence,  
      Quantative Antigen」が有効と表記されていますので抗原定量検査でも問題ありませんがqualitative antigenは
      認められていません。
      フランスの薬局で実施する検査は日本政府の認めていない抗原定性検査のケースが多いようですので検査内容に
      ついてご確認ください。  
  
Q3.（同上）英語の証明書について   
 A. 予め厚生労働省HPからダウンロードできる書式（英仏語併記等）を事前に検査機関に持参され 、そちらの書式にて証明して   
      もらえるかご確認されることをお勧めします。以下の検査機関は厚労省書式への証明が可能との回答を得ております
      (詳細は直接検査機関にお問い合わせください）。 
      検査機関でフランス語の検査証明書以外発行不可の場合は、かかりつけ医師にご相談ください。　　  
 
　・LABO XV   353 Rue de Vaugirard 75015 Paris  TEL 01 53 689 689             　　　 
         http://www.laboxv.com/　  
　・MOZART  16 Avenue Mozart 75016 Paris  TEL 01 42 88 10 03  　　
　　　　http://www.laboxv.com/　 
    ・Laboratoire Clément Paris XVI 17 Avenue d’Eylau 75116 Paris TEL  01 56 90 33 33  
          https://laboclement.com/laboratoire/labo-clement-paris-xvi/  
    ・パリ・アメリカンホスピタル日本セクション   63 Boulevard Victor Hugo, 92200 Neuilly-sur-Seine    
          TEL 01 46 41 25 25  　　http://jp.american-hospital.org/  

月～金 7:30-18:00
土 7:30-16:00
日 9:00-14:00
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Q＆A　「フランスから日本へのご渡航時」

Q4.(CDG空港について）日本入国に必要な PCR検査機関はありますか？  

A.CDGターミナル２、TGV/RER駅の１つ上の階に、毎日営業している検査機関があります。日本入国に有効な採取検体

（Nasopharyngeal)、検査方法（RT-PCR)での受診が可能です。緊急検査で2～4時間/70EUR 、通常検査で24～48時間/50EURにて、E
メールあるいはSMSにて結果受領となります。以下サイトから事前予約をお勧めします。

https://www.parisaeroport.fr/en/passengers/services/covid-19-test-pcr-antigenic
営業時間 :  月～金  07:00-17:30　 土・日 07:00-18:30
結果受領後、必ず内容をご確認いただき、採取検体（Nasopharyngeal)の記載がない場合には、

厚生労働省所定フォーマット (https://www.mhlw.go.jp/content/000909641.pdf）への転載を検査機関へ直接ご依頼下さい。

Q5.(CDG空港について）チェックイン後ベビーカー等の貸し出し、キッズスペースについて

　教えてください。   
　　

　以下内容は２EからJALパリ発羽田行き直行便をご利用になる場合です。欠航の場合は該当しませんのでご了承ください。

 A. CDG空港にてはベビーカーの貸し出しはございません。ご自身のベビーカーをお持ちの場合、飛行機搭乗口直前で お預かりすること

ができますのでチェックイン時に係員にお申しつけください。キッズスペースは、JALが通常 利用する、CDG2EのKゲートにございますが、

使用するゲートから遠いこともございます。詳細は下記Webサイトを ご参照ください。 
　　https://www.parisaeroport.fr/passagers/preparation-vol/assistance-specifique/voyager-avec-bebe

  

     28
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関係資料リンク一覧

頁 リンク先 

1  外務省「新たな水際対策措置」 2022年9月26日付 

2 JAL欧州線の運航について
JAL発着案内について
ご予約　10月14日JALオンラインセミナー参加お申し込み

6 厚労省「ファストトラックご利用案内」
水際措置に関するQ＆A（9月7日時点）

7 ＜質問票＞ファストトラックを利用できない方向け

   8 検査証明書指定フォーマットダウンロード
厚生労働省が定めるフォーマットに基づく新型コロナウイルス検査証明書を取得できる検査機関リスト
在フランス国日本大使館「海外で新型コロナに罹患しその後回復した者の日本入国について」

   9 厚労省「検査証明省 Q&A」

  12 空港検疫所一覧

  18 フランス内務省（海外からフランス入国時検疫について）

在日フランス大使館ホームページ（日本語）

  20 JAL予約変更料金無料のご案内

  21 JALファミリーサービス
お子さまの国際線ご利用についてのご案内

  22 羽田空港国際線有料エスコートサービス

  23 JALファミリークラブ　帰任時サービス

  24 JALの「安全・安心の取り組み」について

  25 JALご利用ガイドMOVIE

※政府関係のURLは日々更新されるため、この時点で
ご紹介しておりますURLで遷移できない場合もございますが
予めご了承ください。
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https://www.jal.co.jp/flights/ja-fr/flights-from-france
https://japanairlines.zoom.us/webinar/register/WN_wj0mV2zqS5em6W9il3nb8g
https://www.hco.mhlw.go.jp/fasttrack/
https://www.fr.emb-japan.go.jp/files/100388806.pdf
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https://www.mhlw.go.jp/general/sosiki/sisetu/ken-eki.html
https://www.interieur.gouv.fr/covid-19/deplacements-internationaux
https://jp.ambafrance.org/article18093
https://www.jal.co.jp/fr/ja/info/travelalerts/200423/
https://www.jal.co.jp/jp/ja/inter/support/family/
https://www.jal.co.jp/jp/ja/inter/support/child/
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各空港、検疫の状況は日々変更がございます。
必要により事前にご確認いただきますよう
お願い申し上げます。

安全と安心を第一にお客さまとともに
新しい空の旅へ皆さまのご搭乗を心よりお待ちして
おります。
　　　
　　　　2022年10月5日　日本航空  　　　　　　　　　　　　　　　　　　  

  JALヨーロッパ・コールセンター 
　※現在電話が大変混み合っておりご迷惑をおかけしますがあらかじめご了承賜れますと幸いです。

   営業時間 　毎日11:00～16:30 フランス時間
    電話番号　  0810-747-777（日本語）　0810-747-700（仏語）⋆市内通話料金
　

　なお、フランス以外からは下記の専用電話番号（国際電話：有料）もご利用いただけます。

　携帯電話、PHS、IP電話（一部）をご利用の場合も下記をご利用ください。

　

    日本語専用電話　+44-20-7660-0349 
　 英語・フランス語等他言語専用電話　 +44-20-7660-0348　　　　　　　　　
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