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1.  大韓航空の今とこれから



Korean Air is strong, safe, and resilient.



■2020年2021年と営業黒字を達成
・貨物の好調、10月に北九州-仁川線増便

・今後も安定した需要が予測

■日韓線の運航の安定
・フライトキャンセルが少ない

・チャーター便の積極運航

1-1. “STRONG” 安定



■コロナ対策の徹底

1-2. “SAFE” 安全



■サービス力のアップ ↣ 世界的な賞を多数受賞
・ATW Airline of the Year 2021

・SKYTRAX社”COVID-19 Airline Safety Rating”で5スター獲得

・SKYTRAX社 評価で5スター獲得

・トリップアドバイザー”世界のベストエアライン” 第3位受賞

1-2. “SAFE” 安全



■ポストコロナに向けた準備
コロナ中も航空機の整備と運航トレーニングを継続し、

いつでも飛び出せる準備が整っています

1-3. “RESILIENT” 復活に向けて



■韓国出発便の増加

ハワイ、グアム、シンガポール路線など

■協力態勢
ジンエアー、デルタ航空、アシアナ航空などと

フライトスケジュール、乗り継ぎサービス、

空港サービスなどを協力

1-3. “RESILIENT” 復活に向けて



■韓国の広報活動
シェラトン・グランデ・トーキョーベイ・ホテル

コリアン・フェア（11月中開催）に協賛

韓国旅行への意欲増進

1-3. “RESILIENT” 復活に向けて



2. 韓国の現状と入国要件



2-1. 新型コロナ感染者数状況

・平均1日2,000人程度の新規感染者（11月11日時点）
・段階的日常回復（ウィズコロナ）を導入

NHKデータ



2-2. ワクチン接種現況

・ワクチン接種率77％以上（11月11日時点）

NHKデータ



2-3. 韓国 入国要件

■日本→韓国入国に関してのアップデート情報

10月1日より日本から韓国への渡航時、新型コロナワクチン
接種を完了し、かつ一定の渡航事由を持つ者を対象として、
韓国入国後の隔離免除が適用

＜隔離免除書の発行可能 事由＞
①重要な事業上の目的(契約、投資など) 
②学術·公益的目的
③人道的目的(葬儀への出席、直系尊卑属の訪問)
④国外出張の公務員(公務による短期出張に限る)



2-3. 入国要件

大韓航空ホームページ内

新型コロナウイルスアップデートセンター

• 航空券の規定

• フライト情報（運休・運航便案内）

• 各国の出入国制限

• 安全に対する当社の取り組み

• マイレージ・会員資格の延長情報など

＊新型コロナウイルスアップデートセンター リンクはこちら

■コロナに関する最新情報はホームページで案内しています

https://www.koreanair.com/jp/ja/travel-update/covid19


3.  運航スケジュール



3. 運航スケジュール

日本-韓国路線



日本出発→ソウル（仁川空港）行き

出発地 便名 運航曜日 出発時間 到着時間

成田 KE704
月 17:05 19:55

火水木金土日 14:40 17:30

名古屋 KE742 水土 11:15 13:25

大阪 KE724 水木土 12:20 14:25

福岡 LJ224* 月 14:40 16:10

3-1. 日本-韓国路線

*大韓航空グループ会社ジンエアー便スケジュール

12月4日より関空発土曜日が増便になり
ます！今後も増便や他の地域からの運航
を目指して参ります！



ソウル（仁川空港）出発→日本行き

到着地 便名 運航曜日 出発時間 到着時間

成田 KE703 毎日 11:00 13:25

名古屋 KE741 水土 08:10 10:05

大阪 KE723 水木土 09:15 11:00

福岡 LJ223* 月 12:00 13:20

3-1. 日本-韓国路線

*大韓航空グループ会社ジンエアー便スケジュール

12月4日より関空発土曜日が増便になり
ます！今後も増便や他の地域からの運航
を目指して参ります！



3-1. 日本-韓国路線 機材

● 主に中型機（A330など）で運航
● 隣との間隔を取れるよう座席配置

【KE704/KE703便 使用機材】

*予約状況により変更されます



3.  運航スケジュール

ソウル以遠 乗り継ぎ路線



3-2. ソウル以遠 乗り継ぎ路線

成田発着 乗り継ぎ例（乗り継ぎ可能主要目的地）

往路

目的地 便名 仁川発 現地着 運航曜日 仁川での乗継時間

プノンペン KE689 18:30 22:25 火木日 1時間00分

バンクーバー KE071 18:40 11:20 火木金日 1時間10分

その他 タシケント(ICN泊)、トロント(ICN泊)、マニラ、バンコク、シンガポール、ウランバートル
等

復路

出発地 便名 現地発 仁川着 運航曜日 仁川での乗継時間

プノンペン KE690 23:45 06:00+1 火木日 4時間15分

タシケント KE942 21:20 07:40+1 木 3時間20分

ハノイ KE680 23:00 05:05+1 火水金 5時間55分

その他 ジャカルタ、ホーチミン、アムステルダム、ロンドン 等



3-2. ソウル以遠 乗り継ぎ路線

関空発着 乗り継ぎ例（乗り継ぎ可能主要目的地）

往路

目的地 便名 仁川発 現地着 運航曜日 仁川での乗継時間

プノンペン KE689 18:30 22:25 木 4時間05分

タシケント KE941 15:30 19:20 木 1時間05分

その他 広州、ロサンゼルス、アトランタ、天津、サンフランシスコ、バンクーバー 等

復路

出発地 便名 現地発 仁川着 運航曜日 仁川での乗継時間

プノンペン KE690 23:45 06:45+1 火 2時間30分

ハノイ KE680 23:00 05:05+1 火水 4時間10分

ジャカルタ KE628 21:50 06:50+1 火 2時間15分

その他 ホーチミン、アムステルダム、ロンドン 等



3-2. ソウル以遠 乗り継ぎ路線

名古屋発着 乗り継ぎ例（乗り継ぎ可能主要目的地）

往路

目的地 便名 仁川発 現地着 運航曜日 仁川での乗継時間

マニラ KE623 18:35 21:45 水土 5時間10分

ロサンゼルス
KE017 14:30 09:30

水土
1時間05分

KE011 19:40 14:40 6時間15分

その他 ウランバートル、ニューヨーク、パリ、タシケント、バンコク 等

復路

出発地 便名 現地発 仁川着 運航曜日 仁川での乗継時間

ジャカルタ KE628 21:50 06:50+1 火金 1時間20分

プノンペン KE690 23:45 06:45+1 火 1時間25分

ハノイ KE680 23:00 05:05+1 火金 3時間05分

その他 ホーチミン、ニューヨーク、大連、クアラルンプール、瀋陽、パリ 等



3-2.各空港からの仁川以遠線発着スケジュール

スケジュール詳細は大韓航空ホームページ「 運航状況」から
ご確認頂けます。



4. 仁川空港乗り継ぎに関して



仁川空港では24時間以内の乗り継ぎ可能

※ただし、確定した乗継便の航空券所持が必要

4-1. 仁川空港乗り継ぎについて



T2内 KE-KE・KE-DLの乗継

MCT 45分
※他航空社との乗継は70分

4-1. 仁川空港乗り継ぎについて



留学生
留学ジャーナル『留学白書2019』留学検討者・実際の人気留学先1位のカナダが
コロナ禍 入国可能国として当社においても販売好調目的地となっている

11月03日付

■英語圏主要国留学生受入現況

4-2. ソウル以遠 乗り継ぎに関して



カナダ留学に際する留意点
カナダ入国に必要なPCR検査証明は、カナダ着便となるフライトの出発時刻より起算した
72時間前以内に検査された証明が必要

4-2. ソウル以遠 乗り継ぎに関して



日本の防疫水際対策により入国出来ない在留資格外国人が37万名にのぼる
11月08日より外国人の新規入国が解禁 (日経新聞 10月21日付/読売新聞 11/08付)

4-3. インバウンド需要について



東南アジア

ベトナム（ホーチミン、ハノイ）、カンボジア（プノンペン）、
インドネシア（ジャカルタ）、フィリピン（マニラ）、
タイ（バンコク）、マレーシア（クアラルンプール）、
シンガポール

大連、広州、天津、瀋陽、香港、台湾、
モンゴル（新ウランバートル）
※香港以外は仁川空港内泊となります

中国・香港・台湾・モンゴル

4-3. インバウンド接続可能就航都市例



4-3. インバウンド接続可能就航都市例

アメリカ

ロサンゼルス、ニューヨーク、サンフランシスコ、シアトル、
アトランタ、シカゴ、ダラス、ワシントンDC、ホノルル、
バンクーバー、トロント
※ロサンゼルス、サンフランシスコ以外は仁川空港内泊となります

フランス（パリ）、ドイツ（フランクフルト）、オランダ
（アムステルダム）、ロシア(モスクワ)、オーストラリア
（シドニー）、ニュージーランド（オークランド）
※シドニー以外は仁川空港内泊となります

ヨーロッパ、オセアニア



大韓航空は日本からの直行便がない
ところにも運航しています。

営業担当へ気軽にご相談ください。

4. 仁川空港乗り継ぎについて



最後に・・・

皆さまと一緒にお仕事ができることを
楽しみにしております。

ご清聴ありがとうございました。



Fly again, Fly together


