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China Airlines 2022年1月以降の運航状況
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China Airlines 日本-台湾 (1月-3月)

路線 便名 運航日

NRT-TPE CI101/100 週2便 (火・金)

NGO-TPE CI155/154 週1便 (水)

KIX-TPE CI153/152 週1便 (土)

FUK-TPE CI111/110 週1便 (水)

公式サイトでいつでも最新の情報をご案内



4

China Airlines 新型コロナウイルスに関するご案内
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China Airlines 一つ一つの出逢いを大切に

ご旅行の全ての段階を通じて、お客様の健康と安全を確かなものにする方針を徹底しています
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[クリーン・キャビン]
快適で安全に搭乗していただ
くために、”クリンリネス”の厳格
な基準を設定

[スカイブティック免税
サービス]
全てのフライトで免税品の
事前注文

China Airlines

[COVID-19に関する
お知らせ]
フライトの最新情報、航空券の
お取り扱い、入国情報等のご
案内

[フライトメッセージング・
サービス]
フライトの最新情報をSMSに
お届けいたします。
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China Airlines

[マスクの着用と検温]
マスクの着用・ご搭乗前の体
温測定のお願い

[ソーシャルディスタンス]
ソーシャルディスタンスの確保
のお願い

[チャイナエアライン・
ラウンジ]
感染防止対策のため、一
部のサービスを休止

[安全に空港をご利用
いただくために]
オンラインチェックイン・サービ
スのご利用を推奨
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China Airlines

[客室乗務員の感染防止装備]
・ ゴーグル ・ サージカルマスク
・ パーソナル・プロテクティブ・エキップメント
・ 医療用手袋

[機内サプライ]
使い捨て及び消毒済みのものをご提供

[機内アナウンス]
・ マスクの着用、お食事時のご注意
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China Airlines

[機内食]
機内食は使い捨てのカトラリーと個別パッ
ケージでご用意

[飛行中の化粧室]
ドアノブの掃除は抗菌保護ソリューションを使用

[機内の空気循環]
空気循環システムの負圧設計とHEPA
フィルターでフィルター処理
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China Airlines

[客室の消毒と清掃]
客室内の可能性のあるすべての接触
面を完全に清掃および消毒

[到着後の手荷物の消毒]
桃園国際空港に到着後、お客様が受け
取る前に消毒

[食事用カートの消毒]
すべての機内食用カートを洗浄および消毒
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China Airlines SNS・公式サイトを通じて安全な旅をご紹介
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China Airlines 情報発信ツール

最新情報・キャンペーン情報等を随時、お知らせします
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China Airlines 法人様向け出張用プログラム

コーポレート・リワード・プログラム（CRP）

コーポレート・リワード・プログラム（CRP）とは
６ヵ月間(1-6月、7-12月)の航空券購入額(燃油TAX除く)に応じて、
アップグレード、無料航空券などに引き換えることができます。

入会金/年会費
無料

ポイント獲得対象
法人口座:航空券累積額のポイント
個人口座:ご搭乗マイレージ
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China Airlines 法人様向け出張用プログラム

コーポレート・リワード・プログラム（CRP）

コーポレート・フライヤー・カード（法人カード）
６ヵ月間(1-6月、7-12月)の航空券購入額(燃油TAX除く)10万台湾ドル以上で発行

利用方法
チェックインカウンターでのカードと名刺の提示

カード提示特典
VIPラウンジのご利用
受諾手荷物の優先引渡し
機内免税品の10％ディスカウント(一部対象外)
Gold Cardメンバーチェックインカウンターのご利用
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China Airlines 法人様向け出張用プログラム

コーポレート・リワード・プログラム（CRP）

入会方法

1. 公式ホームページより法人予約ページへ

2. ログイン画面下部「お申し込みはこちら」

3. 必要事項を入力

(担当者名/連絡先/法人情報/旅行傾向）

4. 弊社担当者より連絡をさせていただきます。
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China Airlines 法人様向け出張用プログラム

コーポレート・リワード・プログラム（CRP）

旅行会社様必要入力項目

GDS 法人会員番号入力 入力箇所

INFINI ///*JP123456/// ENBOX 

AMADEUS/APPOLO ---*JP123456--- ENBOX 
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China Airlines 法人様向け出張用プログラム

コーポレート・リワード・プログラム（CRP）
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China Airlines お問合せ窓口

公式サイト/航空券/旅行関連/一般お問合せ先
日本地区コールセンター： ☎03-6378-8855 
営業時間 : 9時-12時, 13時-17時半

法人プログラムお問合せ先
日本地区計７支店 : 札幌/東京/名古屋/大阪/広島/福岡/沖縄
旅客営業部： ☎03-6378-8850 (東京）
営業時間 : 平日9時-12時, 13時-17時半

チャイナエアライン日本支社連絡先 (11月より通常営業再開)



ありがとうございました
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台湾における新型コロナウィルス感染状況

台湾衛生福利部疾病管制署
中央流行疫情指揮センター 情報随時更新中

https://www.cdc.gov.tw/

（中国語/英語）

感染者総数（累計） １6,456症例

本日の輸入感染者
(帰国・入国者）

5人
(累計：1812)

本日の国内感染者
0人

(累計：14,590、その他54)

更新：2021.11.10

（2021/11/10公表）

新型コロナワクチンについて

出典：中央流行疫情指揮センターリリース
Taiwan Centers for Disease Control

11/9までの累計 回数 接種率

1回接種完了者 17,622,921 75.21%

2回接種完了者 9,145,889 39.03%



警戒レベル第1級 警戒レベル第2級 警戒レベル第3級 警戒レベル第4級

海外から感染の散発発生の場合 感染源不明の市中感染発生の場合
1週間で3例以上の市中感染発生又
は1日につき10例以上の感染源不

明の場合

市中感染例が多数発生又は
14日間で毎日平均100例以
上発生、50%以上の感染源不

明の場合

公共交通利用時や公共施設など
出入口、人が多く集まる場所など
でのマスク着用

マスク着用をしていない場合の罰金。
500人以上が集まる野外イベント、
100人以上が集まる屋内イベントの
中止。集会活動での社会距離確保、
マスク着用、体温測定を義務化

外出時におけるマスク常時着用を
義務化室内に５人以上、室外で10
人以上の集会の禁止。
営業施設または公共施設の閉鎖

不要不急の外出禁止。
必要に応じて外出する場合は
マスク着用及び社会的距離の
確保
全ての集会、出勤・登校を禁止

台湾衛生福利部中央流行疫情指揮中心

台湾における感染症防止対策ガイドライン （疫情警戒表標準及対応事項）

現在の台湾：「警戒レベル第2級」の環境
（2021年11月10日現在）

日本を含むその他、外国⇒１４日間の防疫隔離滞在(防疫ホテル)を義務づける+7日間の自主管理

※外国人（居留証所持者や特例を除く）の入境は一律禁止



公共交通や教育現場、寺廟やレジャー施、病院な
ど、中央感染指揮センターが掲げた8大分類エリア
においてマスクの着用を義務化。違反者には日本
円で約10,000円から55,000円の罰金を制度
化 (感染防止対策意識の向上に寄与）

台湾CDC 感染防体制強化策

2020年４月１３日から１2月２２日まで連続8カ月間、台湾域内の感染者は0人が続いていた。
現在も感染経路不明の抑えこみに総力をあげて感染を抑制。効果的な防疫措置の成果が表れている。

国内感染拡大抑制を

官民一丸となって取り組む台湾

目指した徹底した防疫措置

入店時にQRコードにスマホかざし「5秒で完了」できる
システムを導入し、実名登録制を徹底。

スーパー、施設、レストランほか多数の施設で活用。
感染不明経路を無くし、感染拡大抑制に効果的な成果を
表す（行動履歴の管理）

2021年5月20日～

交通、入店時の登録統一新システム導入

台湾衛生福利部疾病管制署
中央流行疫情指揮センター 情報随時更新中

https://www.cdc.gov.tw/ （中国語/英語）



https://5000.gov.tw/

Photo：行政院・經濟部中小企業處HP

振興五倍券 5,000元（2万円相当）

2021年10月8日より国民に配布

1人当たり5,000元（約2万円）分消費可能。 紙製とデジタル版から選べる

振興消費券再登場！



https://5000.gov.tw/

各企業による振興5倍券のお得な利用方法（一例）



國旅券 $1000

さらにお得なキャンペーン実施中

經濟部

好食券 $500

10/29までにデジタル版で振興券を
申請すると500元分のグルメクーポン
を先着で発行。

交通部

國旅券 $1000

数量限定で抽選により、国内宿泊、温泉、
観光施設等で使用できる1000元分の
クーポンを発行。

原民會 農委會

文化部 教育部 客委會 國發會

i原券 $1000

数量限定で抽選により、原住民族委員
会認定のお店で消費できる1000元分
のクーポンを発行。

農遊券 $888

数量限定で抽選により、農産品、漁業市
場、レジャー農場等で消費できる888元
分のクーポンを発行。

藝Fun券 $600 動滋券 $500 客庄券 $500 地方創生券 $500

数量限定で抽選により、博物館、映画館、
書店、音楽ショップ等で消費できる600
元分のクーポンを発行。

数量限定で抽選により、スポーツ用品店、
スポーツイベント、スポーツ観戦、大型商
業施設、文具店等で消費できる600元
分のクーポンを発行。

数量限定で抽選により、
客家文化重點發展区が指定するお店で
消費できる500元分のクーポンを発行。

数量限定で抽選により、伝統工芸品等、
地方創生事業の関連店舗にて消費でき
る500元分のクーポンを発行。



【山・海・地質・花・鳥】

生態 文化

グルメ ロハス

十分、日月潭、高美湿地、
野柳、蓮池潭、
四草緑色隧道、カラー、
アブラギリ等

小籠包、台湾料理、
スイーツ、北投、烏来等

【山・海・地質・花・鳥】

【美食・温泉・ミシュラン】

【伝統行事・祭り・原住民・
客家・博物館】

【自転車・マラソン・鉄道】

ランタン、天燈、寺・廟、
老街、歴史建築等

サイクリング、マラソン、
鉄道旅行、マッサージ等

プロモーションテーマ

Photo：台湾観光局／台湾観光協会



生態

Photo：台湾観光局／台湾観光協会



Photo：台湾観光局／台湾観光協会

文化



2022台湾ランタンフェスティバル in高雄
エリアマップ

国際招待枠ランタン出展区は「同樂滙」エリア２会場方式を採用 (敷地面積約100ヘクタール）



ミシュラン台湾公式HP
中国語・英語版 ｈｔｔｐｓ://guide.mｉchelin.com/tw/zh.TW

ミシュラン台湾 台北・台中

★星認定レストラン 29店
★★★ 1店 頤宮 （パレデシンホテル） ★★ 7店 RAW、請客樓ほか ★ 21店 台南擔仔麵、米香（グランドメイフホテル）ほか

【Ｇｒｅen Star★ 2店 山海樓、陽明春天】

BigGourmand（ビブグルマン）＆おすすめレストランなど
○夜市 饒河街夜市、南機場夜市、臨江街夜市、 寧夏夜市、士林夜市、公館夜市 、華西街夜市などからも名店が選出

〇その他 茂園、鼎泰豊（信義路）、點水楼（松山）、清真中国牛肉麺食館、阜杭豆漿、梁記滷味、福州世祖胡椒餅、陳董薬燉排骨ほか
牛肉麺、台湾料理、日本料理、中華各地料理、創作料理、点心ほかジャンルは様々

カジュアルなビブグルマンを含むミシュランお勧め
台北177店、台中69店を選出 Photo:台湾観光局／ミシュラン

2022年版に向けて台南・高雄のレストラン開拓も加わることを発表

Photo：台湾観光局／台湾観光協会 台湾ミシュラン

2021年8月
第4版発表！グルメ



ロハス

Photo：台湾観光局／台湾観光協会



台湾観光局公式ホームページにて入館バナー設置中

台湾で会いましょう

オンライン展覧会「台湾館」

台湾旅情報をくまなく予習・復習！

テーマ別旅行

宿泊情報

交通情報

各地方観光情報

現地旅行会社

オンラインゲーム

Photo：台湾観光局／台湾観光協会



メルマガ配信

台湾観光局公式ホームページにて

最新観光イベント、観光情報随時更新中！

台湾観光局メルマガ
「イロイロ、遊び台湾」通信

観光資料/ポスター/画像請求

観光資料一例台湾観光局ホームページより「資料請求」をご覧ください

http://jp.taiwan.net.tw



ご清聴ありがとうございました


