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スペイン：利用可能な主な交通手段 

当地時間 2020 年３月 26 日 16:00 時点 

★３月 16 日、スペイン内務大臣は、３月 17 日午前零時から警戒事態宣言が有

効な間、陸路国境からのスペイン入国の制限を行うと発表しました（現在の

ところ、警戒事態は４月 11 日 24:00 までとされています）。 

★３月 16 日、ポルトガル内務大臣は、同日 23 時より，ポルトガル・スペイン

間のフライト運行停止を発表するとともに、両国間の鉄道及び河川航行につ

いても運休を決定しました。陸路移動に関しては，９つの国境通過点※以外

の移動を禁止する旨発表しています（貨物の輸送及び越境通勤については９

つの通過点でのみ認められます）。 
 ※）９つの国境通過点（ポルトガル語）  

① Valenca、② Vilaverde、③ Quintanilha、④ Vilar Formoso、⑤ Termas de Monfortinho、  

⑥ Marvao、⑦ Caia、⑧ Vilaverde de Ficalho、⑨ Vila Real de Santo Antonio 

 

Ａ 航空 

以下の情報は各航空会社 HP で予約可否を確認したものです。実際の予約に際

しては、各航空会社 HP で最新情報をご確認ください。 

★出発・到着時刻は「予定」です。 

★国内線、国際線とも減便傾向が見られます。予約済みの方もご注意ください。  

★マドリード発、成田空港行きの直行便は休止となっています。  

 （なお、「フィンエアー」は、マドリード＝ヘルシンキ便が 3/16 から休止、バルセ

ロナ発ヘルシンキ行きが 3/18 から休止です（いまのところ、いずれも３月 31 日ま

でとなっています（出典：空港管理公社ツイッター））。） 

 

１．スペイン主要空港→他国 

（１）マドリード・バラハス空港（MAD）→ ロンドン・ヒースロー空港（LHR） 

【ブリティッシュエアウェイズ、イベリア航空】 

便名  出発  到着  3/27（金）  3/28（土）  3/29（日）  3/30（月）  3/31（火）  

BA7054 08:15 09:50 ○ ○ ○（09:40 着） ○（09:40 着） ○（09:40 着） 

BA0459 12:30 14:00 ○ ○ － 
○（12:10 発、

13:35 着） 
－ 

BA7060 15:50 17:15 ○ ▲（BA7058） ▲（BA7058） ○（BA7058） ○ 

BA0461 17:45 19:05 
○（17:50 発、

19:10 着） 
○ 

○（18:15 発、

19:40 着） 
 

○（18:15 発、

19:40 着） 

凡例  ○：予約可能、▲：ビジネスクラスのみ予約可能、（  ）：便名、出発・到着時刻が変わる便  

出典：ブリティッシュエアウェイズ HP（西語） 

https://www.britishairways.com/travel/home/public/es_es/ 

ブリティッシュエアウェイズ HP（日本語） 

https://www.britishairways.com/travel/home/public/ja_jp?countr

ycode=JP&languagecode=ja&modal=true/ 

https://www.britishairways.com/travel/home/public/es_es/
https://www.britishairways.com/travel/home/public/ja_jp?countrycode=JP&languagecode=ja&modal=true/
https://www.britishairways.com/travel/home/public/ja_jp?countrycode=JP&languagecode=ja&modal=true/
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（２）マドリード・バラハス空港（MAD）→ フランクフルト空港（FRA） 

  【ルフトハンザ】 

３月 27 日（金）～３月 28 日（土）予約可能 16:55 発、19:30 着（LH1115） 

出典：ルフトハンザ HP（日本語）https://www.lufthansa.com/es/ja/homepage 

 

（３）マドリード・バラハス空港（MAD）→ パリ・シャルルドゴール空港（CDG） 

【エールフランス】 

３月 27 日（金）～３月 28 日（土）予約可能 10:50 発、12:55 着（AF1301） 

出典：エールフランス HP（西語）https://www.airfrance.es/ 

 

（４）バルセロナ・エルプラット空港（ BCN）→ ロンドン・ヒースロー空港（LHR） 

【ブリティッシュエアウェイズ】 

便名  出発  到着  3/27（金）  3/28（土）  3/29（日）  3/30（月）  3/31（火）  

BA0479 11:40 13:10 ○ － － － － 

BA0475 14:15 15:40 ○ － － 
○（14:50 発、

16:10 着） 

○（14:50 発、

16:10 着） 

BA0481 17:15 18:35 － － 
○（18:20 発、

19:40 着） 

○（18:20 発、

19:40 着） 
－ 

BA0471 19:15 20:35 ○ － － － － 

BA0487 20:30 21:45 － ○ － － － 

凡例  ○：予約可能、（ ）：出発・到着時刻が変わる便  

出典：ブリティッシュエアウェイズ HP（西語） 

https://www.britishairways.com/travel/home/public/es_es/ 

ブリティッシュエアウェイズ HP（日本語） 

https://www.britishairways.com/travel/home/public/ja_jp?countr

ycode=JP&languagecode=ja&modal=true/ 

 

（５）バルセロナ・エルプラット空港（ BCN）→ フランクフルト空港（FRA） 

  【ルフトハンザ】 

３月 27 日（金）予約可能 17:20 発、19:30 着（LH1131） 

３月 28 日（土）予約可能 09:45 発、12:00 着（LH1125） 

出典：ルフトハンザ HP（日本語）https://www.lufthansa.com/es/ja/homepage 

 

（６）バレンシア空港（VLC）→ ロンドン・ヒースロー空港（LHR） 

【ブリティッシュエアウェイズ、１便／日運航】 

  ３月 27 日（金）予約可能 14:15 発、15:50 着（BA0409） 

  ３月 28 日（土）予約可能 15:35 発、17:10 着（BA0409） 

  ３月 29 日（日）予約可能 21:10 発、22:45 着（BA0445） 

  ３月 30 日（月）予約可能 13:35 発、15:10 着（BA0409） 

  ３月 31 日（火）予約不可 

https://www.lufthansa.com/es/ja/homepage
https://www.airfrance.es/
https://www.britishairways.com/travel/home/public/es_es/
https://www.britishairways.com/travel/home/public/ja_jp?countrycode=JP&languagecode=ja&modal=true/
https://www.britishairways.com/travel/home/public/ja_jp?countrycode=JP&languagecode=ja&modal=true/
https://www.lufthansa.com/es/ja/homepage
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出典：ブリティッシュエアウェイズ HP（西語） 

https://www.britishairways.com/travel/home/public/es_es/ 

ブリティッシュエアウェイズ HP（日本語） 

https://www.britishairways.com/travel/home/public/ja_jp?countr

ycode=JP&languagecode=ja&modal=true/ 

 

 

【参考】ロンドン・ヒースロー空港（ LHR）→ 東京国際空港（羽田）（HND） 

便名  出発  到着  
3/27

（金）  

3/28

（土）  

3/29 

（日）  

3/30 

（月）  

3/31 

（火）  

BA0007 

JL7082 
10:50 

翌日  

07:30 
○ ○ － － － 

BA0005 

JL7120 
13:55 

翌日  

10:55 
－ ○ 

○（15:30 発、

翌日 10:55 着） 

○（15:30 発、

翌日 10:55 着） 

○（15:30 発、

翌日 10:55 着） 

BA4600 

JL044 
19:00 

翌日  

15:55 
○ ○ 

○（19:20 発、

翌日 15:15 着） 

○（19:20 発、

翌日 15:15 着） 

○（19:20 発、

翌日 15:15 着） 

出典：日本航空 HP（日本語） https://www.jal.co.jp/inter/ 

ブリティッシュエアウェイズ HP（西語） 

https://www.britishairways.com/travel/home/public/es_es/ 

ブリティッシュエアウェイズ HP（日本語）

https://www.britishairways.com/travel/home/public/ja_jp?countrycode=JP

&languagecode=ja&modal=true/ 

 

 

２．スペイン主要空港→マドリード・バラハス空港（MAD）：全てイベリア航空 

  出典：イベリア航空 HP https://www.iberia.com/ 

（１）マラガ空港（AGP）→ マドリード・バラハス空港（MAD） 

  ３月 27 日（木）以降、当面予約不可 

 

（２）グラナダ空港（GRX）→ マドリード・バラハス空港（ MAD） 

  ３月 27 日（木）以降、当面予約不可 

 

（３）セビージャ空港（SVQ）→ マドリード・バラハス空港（MAD） 

３月 27 日（金）予約可能 21:25 発、22:35 着（IB3953） 

  ３月 28 日（土）～３月 29 日（日）予約不可 

  ３月 30 日（月）予約可能 17:50 発、18:55 着（IB3951） 

  ３月 31 日（火）予約不可 

 

（４）グランカナリア・ラスパルマス空港（LPA）→ マドリード・バラハス空

港（MAD） 

３月 27 日（金）予約可能 19:00 発、22:50 着（IB3833） 

https://www.britishairways.com/travel/home/public/es_es/
https://www.britishairways.com/travel/home/public/ja_jp?countrycode=JP&languagecode=ja&modal=true/
https://www.britishairways.com/travel/home/public/ja_jp?countrycode=JP&languagecode=ja&modal=true/
https://www.jal.co.jp/inter/
https://www.britishairways.com/travel/home/public/es_es/
https://www.britishairways.com/travel/home/public/ja_jp?countrycode=JP&languagecode=ja&modal=true/
https://www.britishairways.com/travel/home/public/ja_jp?countrycode=JP&languagecode=ja&modal=true/
https://www.iberia.com/
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３月 28 日（土）予約可能 11:15 発、15:05 着（IB3827） 

３月 29 日（日）予約可能 19:55 発、23:40 着（IB3833） 

３月 30 日（月）予約可能 20:15 発、23:59 着（IB3833） 

３月 31 日（火）予約可能 11:30 発、15:20 着（IB3827） 

★新型コロナウィルスの感染拡大による警戒事態宣言により，３月 19 日０

時（18 日 24 時）をもって，スペイン国内各空港からカナリア州内空港

への航空機は例外的に運航されている状況です（本来の居住地へ戻る等

の例外的移動を認める規定に基づく）。また、機内で旅客間の距離を確保

するため、定員の 1/3 で運行されています。 

★フライトの変更等、不測の事態の可能性がありますので，スペイン空港

公団（AENA）及び各航空会社のホームページを確認するなど，情報収集

をなさいますようお願いいたします。 

AENA ホームページ：http://www.aena.es/es/pasajeros/pasajeros.html 

 

 

Ｂ 鉄道 

１．スペイン国鉄（Renfe） 

出典：スペイン国鉄 HP https://www.renfe.com/empresa/MedidasCV19.html 

    チケット購入 https://www.renfe.com/  

または電話「Renfe Contigo：９１２－３２０－３２０」 

★主要都市（マドリード、バルセロナ、マラガ、グラナダ、セビージャ等）間

の高速鉄道の乗車券は購入可能となっています。 

★国際鉄道（スペイン＝ポルトガル、フランス）の乗車券は購入することがで

きません。 

○新型コロナウィルス（COVID19）対策 

特別電話番号：９１８－３１４－５２０ 

○警戒事態時の対応 

 警戒事態発出による外出規制を受け、公共交通機関の利用者が大幅に減少し

ていることから、３月 24 日（火）より警戒事態が終了するまでの間、旅客輸送

サービスが縮小されます。 

 出典：運輸・移動・都市政策省省令（ TMA/273/2020 号） 

https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2020-4008 

 長距離鉄道、AVE：通常ダイヤの 30％で運行され、列車毎の乗客数は満

席時の３分の１に制限されます（つまり、通常ダイヤの 10％の乗客に対

しサービスが提供されることとなります）。  

 中距離鉄道（AVANT を含む）：通常ダイヤの 30％で運行されます。 

 近郊列車（Cercanias）：ラッシュ時には通常ダイヤの 80％で、それ以外

の時間帯は通常ダイヤの 50％で運行されます。 

 

 

http://www.aena.es/es/pasajeros/pasajeros.html
https://www.renfe.com/empresa/MedidasCV19.html
https://www.renfe.com/
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2020-4008
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２．マドリード地下鉄 

 ３月 24 日（火）より運行が 24:00 で終了となります。なお、24 日（火）

以降も 24:00 までは通常通りの運行です。 

出典：マドリード地下鉄 HP https://www.metromadrid.es/es 

 

（以 上） 

https://www.metromadrid.es/es

