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ANA X株式会社（代表取締役社長：井上 慎一、本社：東京都中央区）は、既にハワイで展開しているPCR検査

サービスを、米国のロサンゼルス、ニューヨークそしてニュージャージーへ拡充し、現地での検査および検査証明書の発行サービ

スを9月1日（水）より販売を開始いたします。 

 

 
 

現在、日本帰国時にはすべてのお客様が出発前72時間以内（検体採取から搭乗予定便の出発時刻までの時間）に

実施したPCR検査の陰性証明を提出する必要があります。 

 

現地でのPCR検査および検査証明書の発行に加えて、当サービスをお申込みいただいたお客様のみがご利用いただける、

日本語ドライバーによる専用車送迎（宿泊ホテル⇔検査場）プランもご用意いたしました。いずれもマイルでのお支払いが可

能です。 

 

ロサンゼルス、ニューヨークへのご旅行の際には、ぜひご活用ください。今後も、お客様のご要望にお応えするべく、海外での

PCR検査の提携サービスを順次拡大してまいります。 

 

■サービス概要 

 ・現地でのPCR検査および日本政府所定の検査証明書の発行 

 ・検査プランをお申込みいただいたお客様限定で、日本語ドライバーによる専用車送迎（宿泊ホテル⇔検査場）プランを 

ご用意    ※検査プランとは別途お申込みが必要です。 

 ・マイルでのお支払い可能 

 

【ロサンゼルス（ダウンタウン）】 

＜設定期間 （現地時間）＞ 2021年9月2日（木）～ 2021年12月31日（金）  

＜検査日 （現地時間）＞ 2021年9月2日 ～ 2021年12月31日までの毎週月曜日・火曜日・木曜日・金曜日 

                  ※祝日、休診日は除く  

＜検査時間 （現地時間）＞ 09:40、10:20、11:00、11:20の時間帯からご予約ください。  

ANA トラベラーズ ご帰国用の PCR検査サービス 対象方面拡充！ 

～ ロサンゼルス・ニューヨーク・ニュージャージーでもご利用可能 ～ 
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＜申込み期限 （現地時間）＞ 検査日の前日12:00迄。 

                     検査日の前日が土日または祝日、休診日に当たる場合はその前日の12:00迄。 

＜検査機関＞ New Sunrise Clinic 

＜住所＞    2600 West Pico Blvd., Suite 105, Los Angeles, CA 90006 

＜検査方法＞ NEAR法（鼻咽頭ぬぐい液による検査） 

＜所要時間＞ 約30分 

＜価格＞    日本円 約24,315円（為替により変動） ※8/31時点 

          ※日本円またはマイル（注1）での販売 

＜詳細URL＞ https://anaop.veltra.com/activitydetail/VELTRA-169454?m=2 

＜検査の流れ＞ 受付 → 検査 → 検査証明書の受取り → 解散 

＜日本語対応＞ 受付は日本人スタッフが対応します。  

 

 

【ロサンゼルス（トーランス）】 

＜設定期間 （現地時間）＞ 2021年9月2日（木）～ 2021年12月31日（金）  

＜検査日 （現地時間）＞ 2021年9月2日 ～ 2021年12月31日までの毎週月曜日～金曜日 

                  ※祝日は除く  

＜検査時間 （現地時間）＞ 09:30～14:00迄の30分間隔で設定。ご希望の時間帯からご予約ください 。 

＜申込み期限 （現地時間）＞ 検査日の前日14:00迄。 

                     検査日の前日が土日または祝日に当たる場合はその前日の14:00迄。 

＜検査機関＞ Redac Gateway Hotel in Torrance  

＜住所＞   20801 South Western Ave. Torrance CA 90501 

＜検査方法＞ RT-PCR法（唾液による検査） 

＜所要時間＞ 約15分  

          ※但し、検査結果が出るのは検体採取から12時間以内となり、 

            お申し込み時にご登録いただいたメールアドレスへ検査証明書を送付いたしますので 

           検査証明書の印刷はお客様ご自身で行っていただきます。 

＜価格＞   日本円 約25,446円（為替により変動） ※8/31時点 

         ※日本円またはマイル（注1）での販売 

＜詳細URL＞ https://anaop.veltra.com/activitydetail/VELTRA-169455?m=2 

＜検査の流れ＞ 受付 → 検査 → 解散 → 検査証明書のメール受信（検体採取から12時間以内）  

＜日本語対応＞ 日本人スタッフいますが常駐ではございません。 

           検体採取方法や注意事項などは日本語の案内をご用意しております。 

 

 

【ニューヨーク】 

＜設定期間 （現地時間）＞ 2021年9月2日（木）～ 2021年12月31日（金）  

＜検査日 （現地時間）＞ 2021年9月2日 ～ 2021年12月31日までの毎週月曜日～土曜日 ※祝日は除く  

＜検査時間 （現地時間）＞ 12:30、14:30の時間帯からご予約ください。  

＜申込み期限 （現地時間）＞ 検査日の前日15:00迄。 

                     検査日の前日が日、祝日に当たる場合はその前日の15:00迄。 
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＜検査機関＞ Japanese Medical Care 

＜住所＞   315 Madison Ave,Fl 17, New York, NY 10017 

＜検査方法＞ RT-PCR法（唾液による検査）または NEAR法（鼻咽頭ぬぐい液による検査） 

＜所要時間＞ 約15分  

             ※但し、検査結果が出て証明書をお渡しするのは翌日となりますので 

           検査証明書の印刷はお客様ご自身で行っていただきます。 

＜価格＞   日本円 約34,182円（為替により変動） ※8/31時点 

         ※日本円またはマイル（注1）での販売 

＜詳細URL＞ https://anaop.veltra.com/activitydetail/VELTRA-169628?m=2 

＜検査の流れ＞ 受付 → 検査 → 解散 → 翌日、検査証明書の受取り 

＜日本語対応＞ 日本人スタッフが対応します。 

 

 

【ニュージャージー】 

＜設定期間 （現地時間）＞ 2021年9月2日（木）～ 2021年12月31日（金）  

＜検査日 （現地時間）＞ 2021年9月2日 ～ 2021年12月31日までの毎週月曜日～土曜日 ※祝日は除く  

＜検査時間 （現地時間）＞ 09:15、09:45、10:15、10:45の時間帯からご予約ください。   

＜申込み期限 （現地時間）＞ 検査日の前日11:00迄。 

                     検査日の前日が日、祝日に当たる場合はその前日の11:00迄。 

＜検査機関＞ Hibari Family Medical  

＜住所＞   725 River Road, Suite 214, Edgewater, NJ 07020 

＜検査方法＞ LAMP法（鼻咽頭ぬぐい液による検査） 

＜所要時間＞ 約1時間  

＜価格＞   日本円 約28,273円（為替により変動） ※8/31時点 

         ※日本円またはマイル（注1）での販売 

＜詳細URL＞ https://anaop.veltra.com/activitydetail/VELTRA-169626?m=2 

＜検査の流れ＞ 受付 → 検査 → 検査証明書の受取り → 解散 

＜日本語対応＞ 日本人スタッフが対応します。 

 

 

【日本語ドライバーによる専用車送迎プラン ロサンゼルス / ニューヨーク / ニュージャージー地区】 

＜共通 設定期間 （現地時間）＞ 2021年9月3日（金）～ 2021年12月31日（金） ※土日祝日は除く 

＜共通 申込み期限 （現地時間）＞ ご利用日の前々日の14:00迄。 

                           ご利用日の前々日が土日祝日に当たる場合は、その前日の14:00迄。 

＜共通 ご利用の流れ＞ ご宿泊ホテル集合 → (検査場受付) → (検査) → ご宿泊ホテル解散  

 

ロサンゼルス地区  

＜価格＞   日本円 約16,941円～（為替により変動） ※8/31時点 

         ※日本円またはマイル（注1）での販売 

            ※当プランには、PCR検査プランの代金は含まれていません。 

＜詳細URL＞ https://anaop.veltra.com/activitydetail/VELTRA-169627?m=2 
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ニューヨーク / ニュージャージー地区 

＜価格＞   日本円 約28,074円～（為替により変動） ※8/31時点 

         ※日本円またはマイル（注1）での販売 

            ※当プランには、PCR検査プランの代金は含まれていません。 

＜詳細URL＞ https://anaop.veltra.com/activitydetail/VELTRA-169625?m=2 

 

 

 なお、ハワイでの日本ご帰国用のPCR検査サービスについては、すでに発売中のPCR検査プラン（注2）に加え、ANAホノ

ルル線の運航曜日にあわせた、ワイキキ地区人気ホテルの宿泊とセットにしたプランも販売開始いたしました。ハワイへのご旅行

時に、ぜひご活用ください。 

 

 

【ハワイ：ワイキキ地区ホテル＆PCR検査プラン】 

＜設定日 （現地時間）＞ 2021年9月10日（金）～ 2021年10月29日（金）の毎週月・金曜日  

＜設定プラン＞   5泊コース（毎週月曜日）、4泊コース（毎週金曜日）       

＜設定ホテル＞   ワイキキ地区人気ホテル  ※順次拡充予定  

           （シェラトン ワイキキ、ハイアット リージェンシー ワイキキ、ワイキキ ビーチコマーby アウトリガー、 

トランプ インターナショナル ワイキキ、シェラトンプリンセスカイウラニ） 

＜PCR検査機関＞  聖ルカ クリニック ワイキキ 

＜申込み期限 （現地時間）＞利用開始日の11日営業日前の10:00（土・日または祝日は休日） 

＜詳細URL＞こちら 

 

（注1）マイルでのお支払いは、当ANAベルトラサイトより購入する場合のみとなります。 

（注2）ハワイでのPCR検査プランはこちらよりご確認ください。 

 

以上 

 

 

報道機関等からのお問い合わせ先：ANA X株式会社 

 総務人事部 総務・広報チーム：050-3815-5051 

 

https://anaop.veltra.com/searchresults?l=%E3%82%AA%E3%82%A2%E3%83%95%E5%B3%B6(%E3%83%9B%E3%83%8E%E3%83%AB%E3%83%AB)&q=%E3%83%9B%E3%83%86%E3%83%AB%EF%BC%86%E6%A4%9C%E6%9F%BB&sb=PRICE_ASC&m=2
https://anaop.veltra.com/searchresults?l=%E3%82%AA%E3%82%A2%E3%83%95%E5%B3%B6(%E3%83%9B%E3%83%8E%E3%83%AB%E3%83%AB)&q=%E6%B8%A1%E8%88%AA%E7%94%A8&sb=PRICE_ASC&m=2

