（ご参考：1/29）日系企業・レストラン向け COVID-19 関連情報（在シアトル総領事館）

ワシントン州日系企業・団体・レストラン関係者の皆様
いつもお世話になっております。在シアトル日本国総領事館経済班です。
本日の参考情報を以下のとおりお知らせします。
現在の危機的状況に鑑み、このニュースレターでは、多くの方にご利用いただける有益な情報
の提供があった場合、情報元を示して掲示しています。なお、このことは、総領事館として、
情報元の団体・個人をいかなる意味でも宣伝・推薦するものではないことを申し添えます。
本ニュースレターを追加で受け取りたい方が周りにいらっしゃいましたら、こちらの登録フォ
ームをご紹介ください。また、当地日系企業等に周知できる有益な情報などございましたらお
知らせください。館内で確認し、公平・中立の観点から適切なものを本ニュースレター等で共
有させていただきます。
【参考：在シアトル日本国総領事館：新型コロナウイルス危機の影響を受ける中小企業・
NPO・労働者への支援策一覧（12/15 更新）、経済再開情報（新型コロナウイルス関係）
（1/11 更新）、新型コロナウイルス関連情報（全般的な情報）、州保健局 新型コロナウイ
ルス日本語ページ】
・２０２０年日系企業実態調査にご協力をお願いします（オンラインでも回答可、所用時間５
分程度
・毎月 11 日は日本食の日（Japanese Restaurant Day）、日本食フォトコンテストも実施中！
更新したワシントン州経済再開計画概要（パワポ）とレストランガイダンスを添付いたしま
す。

１．経済再開・企業支援情報
（１）1/28 州知事

新しい経済再開ロードマップの修正を発表、２つの地域が２月１日より

フェーズ２に移行
1 月 6 日に発表された新たなロードマップ（”Healthy Washington” Roadmap to Recovery）

では、フェーズ 2 への移行の条件として、4 つの指標全てを満たす必要があるとしていたが、
28 日の発表でインズリー知事は、4 つのうち 3 つを満たせばよいこととした。なお、4 つの基
準自体は変わらず、以下のとおりとなっている。
①１０万人当たりの感染者数を過去２週間において１０％以上下げる
②１０万人当たりの入院患者数を過去２週間中において１０％以上下げる
③ICU 病床占有率が９０％以下
④感染率１０％以下
これにより、条件を満たす地域として、中央（ピュージェット・サウンド）地域（スノホミ
ッシュ郡、キング郡、ピアース郡）及び西地域（グレイズハーバー郡、ルイス郡、パシフィッ
ク郡、サーストン郡）が 2 月 1 日より、フェーズ 2 に移行することとなった。フェーズ２にと
どまることの条件に変更はなく、上記 4 つの基準のうち 3 つの基準を満たすこととし、２つ以
下しか条件を満たさない場合は再びフェーズ 1 に戻ることとなる。
今回の発表で、フェーズ移行の評価は、これまでの 1 週間毎から 2 週間毎へと変更されてお
り、今回発表されたフェーズは（少なくとも）2 月 15 日まで有効とされている。
（参考）
州知事発表の詳細はこちら
州保健局 各地域の基準達成状況： https://coronavirus.wa.gov/what-you-need-know/roadmaprecovery-metrics

２．主要航空会社運航状況
本日時点での、日本－シアトル間で直行便を運航する航空会社の運航状況をお知らせしま
す。ただし、状況により変更となる場合がありますので、ご利用の際は、各航空会社の HP 等
で最新の状況をご確認ください。
〇全日空： 2021 年 4 月 18 日までの東京(羽田)-シアトル便の運休を発表。ただし、下記の
日程のみ運航予定。詳しくは下記 HP を参照。
日時（現地時間）

便名

出発

到着

3 月 13 日（土）

NH118

羽田発 21:05

シアトル着 13:10

3 月 13 日（土）

NH117

シアトル発 15:40

羽田着 19:00 +1

3 月 20 日（土）

NH118

羽田発 21:05

シアトル着 14:10

3 月 20 日（土）

NH117

シアトル発 16:40

羽田着 19:00 +1

3 月 27 日（土）

NH118

羽田発 21:05

シアトル着 14:10

3 月 27 日（土）

NH117

シアトル発 16:40

羽田着 19:00 +1

4 月 4 日（日）

NH118

羽田発 21:05

シアトル着 14:15

4 月 18 日（日）

NH118

羽田発 21:05

シアトル着 14:15

※シアトル発便の日本着は、翌日の到着
※3 月 14 日以降の便は、デイライト・セービング・タイム（夏時間）でのスケジュール。
https://www.ana.co.jp/ja/jp/topics/notice200206/#4
〇日本航空： 2021 年 2 月末まで東京(成田)-シアトル便を運休中だが、2021 年 3 月 1 日よ
り週 3 便に減便して運航を再開。詳しくは下記 HP を参照。
https://www.jal.co.jp/cms/other/ja/weather_info_int.html
運航曜日

便名

出発

到着

火・木・土

JL068

成田発 18:30

シアトル着 10:30

水・金・日

JL067

シアトル発 12:30

成田着 16:00 +1

〇デルタ航空： 週４便（日本発:月水金土/米国発:火木金日）へ減便した上で運航中。詳し
くは下記 HP を参照。
https://news.delta.com/delta-brings-back-more-flights-across-atlantic-and-pacificwinter-and-summer-2021-JP
＜参考＞
・CDC により、2021 年 1 月 26 日以降、米国への入国（空路）には、米国行きフライト出発前
3 日以内に取得した新型コロナウイルスの陰性証明の提出が求められています。

３．その他参考情報
『バイデン米大統領、気候変動対策の大統領令署名、気候変動危機を外交・安全保障の中心に』
https://www.jetro.go.jp/biznews/2021/01/7eaa7ded3cc2a515.html
『ケリー米特使、気候変動対策への協調呼びかけとともに、中国を牽制』
https://www.jetro.go.jp/biznews/2021/01/7c8d02a9712235a6.html

『米 GM、2035 年までに新車からの排ガスゼロに』
https://www.jetro.go.jp/biznews/2021/01/7b4d2732bcd0c5ee.html
『米 FRB、金融政策の現状維持を決定、早期の緩和縮小を否定』
https://www.jetro.go.jp/biznews/2021/01/aa5b888691f7dcb8.html
『バイデン米政権、新型コロナ対策の国家戦略を公表、ワクチン展開や国際復帰を強調』
https://www.jetro.go.jp/biznews/2021/01/24d9d9de403567f1.html
『バイデン米大統領、バイ・アメリカン政策（国内調達）を強化する大統領令に署名』
https://www.jetro.go.jp/biznews/2021/01/996496e6d08a7a60.html
『1/27 開催報告：ジェトロ、日米間の渡航制限に関するオンラインセミナー開催』
https://www.jetro.go.jp/biznews/2021/01/7bfa3af3a2a630b6.html

４．ウェビナー情報
（１）シアトル総領事館関連無料ウェビナー
〇2/11 経済ウェビナー「日本のデジタルヘルス（予防医療）とビジネスチャンス」
（兵庫県ワ
シントン州事務所・神戸シアトルビジネスオフィス主催）
日本参入に関心があるデジタルヘルス領域の米国スタートアップの将来的な誘致を目指し、同
領域における日本全体の動向や神戸市の事例、同領域の日米スタートアップ活動事例や投資サ
イドの視点などが紹介されます。
日時：2021 年 2 月 11 日（木）14 時～15 時 30 分（PST）
詳細・申し込み：https://kobestartup.com/news/webinar-KTIO-HBCC-Feb11-2021/209
言語：英語
※在シアトル日本国総領事館後援事業

○2/11

（日本食の日ウェビナー）How to Appreciate Sushi at a Deeper Level

本ウェビナーでは、北村シェフをお招きし、季節に合ったお寿司の食べ方などをご紹介しま
す。
日時：2 月 11 日（木）17 時～18 時（PST）※日本時間 2 月 12 日 10 時～11 時

申込み：https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_arGZ1dfPT_Wj1t0pc4N48A
言語：英語

○2/16-17 AI "Online" Meetup 16.0
オンライン AI ミートアップは、各 1 時間で 2 日間にわたり、10 社の最先端スタートアップ
によるピッチをライブで見ることができます。
日時：２月 16 日（火）
、17 日）
（水） 16 時～17 時（PST） ※日本時間 17・18 日９時～10 時
申 込 み ： https://www.eventbrite.com/e/ai-online-meetup-160-feb17wed-18thu-jst-feb16tue-17wed-pst-tickets-135452906289
※各講演は基本的に英語ですが、スタートアップのピッチ毎の解説などで一部日本語の説明が
あります。

○2/18

ウェビナー：日・米国ワシントン州

気候変動対策としての森林保全及び木材製

品利用・木造建築
日本とワシントン州における（1）持続的な森林管理とカーボンニュートラル（2）森林・林
業・木材産業分野での各政府の地球温暖化対策の取組み・事例、（3）木造建築物事例をご紹介
するウェビナーを実施します。
日時： 2 月 18 日（木）17 時～18 時 30 分（PST）※日本時間 2 月 19 日（金）午前 10 時～11 時
30 分
詳細・申込み：https://www.seattle.us.emb-japan.go.jp/itpr_ja/woodwebinar2021.html
※ウェビナーは英語で進められますが、日本語の資料・同時通訳をご用意する予定ですので日
本からのご参加もお待ちしております。
※在シアトル日本国総領事館主催・ワシントン州商務局共催・林野庁後援事業
引き続きよろしくお願いいたします。

*************
（注意点）
本情報は、ワシントン州の主要な行政機関や団体のウェブサイトの情報をもとに、その時点にお
ける当地日系企業・NPO・邦人労働者に役立つ情報を、皆様のご参考として迅速に日本語で届ける
目的で発信しているものです。法的助言を構成するものではなく、法的助言として依拠すべきもの
ではありません。実際の申請等にあたっては、該当するウェブサイトで最新の情報や詳細を直接ご
確認ください。なお、当館として個別企業の申請書作成等の支援は出来かねますのでご容赦くださ
い。

（免責）
本メール又は当館情報に関して生じた直接的、間接的、派生的、特別の、付随的、あるいは懲罰
的損害および利益の喪失については、それが契約、不法行為、無過失責任、あるいはその他の原因
に基づき生じたか否かにかかわらず、一切の責任を負いません。
（領事メールについて）
当館では外国に３ヶ月滞在される在留邦人に対し、旅券法に基づく在留届、帰国・転出等の届出
をお願いしております。本届けでメールアドレスをご登録いただいた方に対して、コロナに関する
情報や各種安全情報を領事メールにてお送りしておりますほか、緊急時の安否確認を当館から行う
ためにも必要なものですので是非ご協力ください。詳細はこちらをご覧ください。
https://www.seattle.us.emb-japan.go.jp/itpr_ja/zairyu.html
（Unsubscribe:本日系企業支援関係メールについて）
当館が把握しておりますワシントン州日系企業にお送りしております。今後、本メールが不要な
方はその旨ご返信をお願いいたします。

*************
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