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エチオピア航空

1945年創立 *AA・TWとのジョイントベンチャーで創立、現在は100％政府資本

本社・メインハブ： ボレ アディスアベバ空港

年間旅客数1,200万人 *2018-19年11月実績

貨物輸送世界第7位 *2021年1月時点

就航地139都市 （国際116国内23）

保有機材数129 *発注中40機

Skytrax アフリカベストエアライン *2017-21連続

スターアライアンスメンバー
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エチオピア・国際線ネットワーク
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アフリカ域内
62都市



成田 月・水・金・日 20:40 23:20ソウル(ICN) 00:20+1 07:20 アディスアベバ(ADD)

軽食 夕食・朝食

アディスアベバ 火・木・土・日 22:35 15:45+1ソウル(ICN) 16:50 19:40 成田
夕食・朝食 軽食

成田線スケジュール 12月20日から週4便へ増便！

所要時間： 往路 ET637 16:10 復路 ET672 15:30

ターミナル： 成田＝第1ターミナル アディスアベバ＝第2ターミナル

ソウル・インチョンでは飛行機を降りてお待ちいただきます。

*上記時刻は2021年冬季スケジュールです。スケジュールは予告なく変更になる場合があります。
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南米へも便利！ サンパウロ線のADDの乗継は往復とも約3時間

成田発 月曜

ADD発 日曜



成田線使用機材 B787-800 ドリームライナー

ビジネスクラス 24席
シートピッチ65インチ（165㎝）

エコノミークラス 246席
シートピッチ32インチ（81㎝）

*シートピッチはエチオピア航空長距離
路線用機材の標準的な仕様です。
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B787-800 ドリームライナー シートマップ

プレミアムシート
￥5,700

エクストラレッグ
シート ￥3,500

有料座席指定

My Sheba Space

隣席1・2を有料で利用



その他の国際線主要機材

総機材数はアフリカの航空会社で最大の129機、平均機齢は6.6年で安全・安心な機材
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機内サービス

機内食

オーガニックの食材を多彩にアレ
ンジ、おいしさと健康にこだわり
ました。 ベジタリアン、宗教食も
ご用意。

オーディオ＆ビデオ

映画・音楽など多数のチャンネル
をご用意。日本の映画もあります。
一部の機材ではwi-fiをご用意。
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オプショナルサービス

座席指定

エコノミークラス最前列、
足元の広い座席を指定で
きます。¥3,300～¥5,500

アップグレード

希望価格を入札するビッド
方式。 ビジネスクラス（ク
ラウドナイン）をお得にご利
用いただけるチャンスです。

超過手荷物

受託手荷物の無料枠を超
える場合、
23Kgまで：USD250（1個）
32Kgまで：USD350（1個）

機内Wi-Fi

エアバスA350、ボーイン
グ777の機材で利用可。
20Mb～200Mb、利用料
は、USD4.99～USD15
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アディスアベバボレ国際空港 (ADD)

2020年8月、新ターミナルオープン

市内中心部から6㎞、車で約15分

年間2,200万人が利用

ターミナル１＝国内線 2＝国際線
※ターミナル間は無料シャトルバス運行

ターミナルは24時間オープン
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アディスアベバ空港乗継

最短接続時間

エチオピア航空からエチオピア航空への接続
国際線➡国際線20分 国内線60分
国内線➡国際線30分 国内線30分

エチオピア航空から他社便の接続
国際線➡国際線45分 国内線60分
国内線➡国際線60分 国内線30分

インターラインデスク(到着ターミナル１階)に
て乗継のご案内・お手伝いをいたします。

接続時間、国籍等によりビザが必要な場合
があります。 必ず事前にご確認ください。
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チェックイン

オンラインチェックインを推奨しています

感染対策のため接触機会を低減

Webサイト・アプリからのオンラインチェックイン
は出発の72時間前から2時間前まで可能

キオスク（自動チェックイン機）もご利用可

カウンターのオープン時間は出発時刻の
3時間前から1時間前まで
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手荷物規定(国際線・無料枠)

機内持込

1個あたり7㎏、23x40x55cm以内
ビジネスクラス2個、エコノミークラス1個
上記に加えハンドバッグ、書類かばん、ノートPC、幼児用品、免税品など1個

受託手荷物

1個あたり23㎏、3辺の和が158㎝以内
ビジネスクラス3個、エコノミークラス2個

✓ 米国・カナダ方面国際線は規定が異なります。

✓ エチオピア航空国内線へ乗継の場合は上記規定を適用します。
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エチオピア e-Visa のご案内

オンライン手続きで通常3日以内に発行、ツーリストビザ、ビジネスビザすべてに対応

大使館、またはエチオピア到着時の手続きより簡単・便利、発行状況も確認可能

ビザの有効期限は到着予定日起算、発行日起算に比べ長い滞在が可能に

発行手数料はクレジットカード払い ※30日間有効のツーリストビザの場合はUSD52

ビザ取得はe-Visaをおすすめいたします。

お手続きは公式サイトで。 https://www.evisa.gov.et/  
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ShebaMiles シェバマイルス

入会無料、90日前のご搭乗までさかのぼって入会可

全会員にエチオピア航空のエクストラバゲージ特典 ※グレードにより制限が異なります。

シルバー以上の会員はエチオピア航空就航空港すべてのラウンジ利用可

ゴールド・プラチナ会員はスターアライアンスすべてのラウンジ利用可
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ラウンジ

ターミナル1： ShebaMilesラウンジ

ターミナル2： Cloud Nineラウンジ1＆2

スターアライアンスラウンジ

ビジネスクラスおよびシェバマイルス
シルバー以上の会員利用可

スターアライアンスゴールド会員利用可

エチオピアンコーヒーセレモニーを実演
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ストップオーバーツアー

アディスアベバ空港での乗継時間が長い場合におすすめ

空港発着、1日でエチオピアを満喫できる便利なツアーを各種ご用意

バス代、観光施設の入場料、ガイドフィーなど旅程記載のすべて含む料金

お1人から参加可能、お申込み人数により割引
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Skylight Hotel スカイライト ホテル
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エチオピア航空グループのラグジュアリーホテル

アディスアベバ空港から無料のシャトルサービス
で5分の便利な立地

客室は6タイプ、全373部屋



新型コロナウイルス関連情報

機内の万全な除菌・消毒

空港ターミナルの万全な衛生管理
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新型コロナウイルス関連情報
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IATAトラベルパス
IATA(国際航空運送協会)が開発中のアプリ

エチオピア航空はIATAトラベルパスの実証実験に参加 ※現在航空会社21社が参加

パスポート情報、顔認証の本人確認、新型コロナウイルス検査結果やワクチン接種記録
などのデータをアプリ内に保存

デジタル証明書としてアプリ上で管理し、出入国の際にアプリ画面を提示することでス
ムーズな手続きが可能



新型コロナウイルス関連情報
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搭乗・出国時のお願い

チェックインはオンラインまたはキオスク

検温と72時間以内に発行されたPCR検
査陰性証明書の提示

受託手荷物へのネームタグの確実な取付
け、または封入

渡航先入国規制の旅客自身による確実
な確認

入国・到着時のお願い

水際対策に定められた手続き
・ 72時間以内に発行されたPCR検査陰性証明
書の提示

・ 検疫所へ「誓約書」の提出
・ スマートフォンの携行、必要なアプリの登録・
利用

・ 質問票の提出

入国日を0日として14 日目まで自宅等で
待機 ※検疫所に登録した待機場所

空港等からの移動も含め公共交通機関
（航空機、バス、電車、タクシー等）を使用
しない

記載内容は2020年3月31日時点の情報に基づきます。
規制等は随時変更になりますので、必ず最新情報を
ご確認ください。



コンタクト

日本地区総代理店 株式会社ウエスタン・アソシエイツ

東京都港区赤坂2丁目11-7 ATT新館8階

営業時間 月～金 09:00～17:30

予約 050-3388-2937 et-reservation@wai.co.jp

営業 東京： 050-3388-2934 et-sales@wai.co.jp

名古屋・福岡： et-saleswest@wai.co.jp

エチオピア航空日本支社 ※支社長オフィス

東京都千代田区大手町1-5-1 大手町ファーストスクエア イーストタワー4階41号室
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エチオピア航空

ありがとうございました。
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