
2022 年 3⽉22⽇更新 
＜＜ 入国可否について: ○→可(大きな制限なし) △→条件付きで可  X→いかなる場合も不可 ＞＞ 

※「ワクチン接種完了者」とは定められたワクチンの接種回数を終え、かつ、最終の接種日から 14 日間経過した者を指す。 

国(地域名) 入国可否 ⽇本人に対する入国制限措置・入国後の行動制限措置 

アメリカ 

在米国⽇本国大使館 HP 
△ 

『ワクチン接種証明書(*)』、米国行きフライトの出発 1 日以内に取得した『Covid-19 検査の

陰性証明書(*)』、『宣誓書(Fillable Attestation)』が必要。米国行きのフライト搭乗手続きの際
に提示・提出ができない場合は搭乗拒否される。ロサンゼルスは Traveler Form にて事前申
告の義務あり。 (*)米国政府などからの要求があった場合にも提示できるように所持が必要。 

米国到着後の検査および自主隔離の要否を主に以下の通り推奨されているが自主隔離は免除。 
[推奨事項]●入国後 3～5 日以内に受検(陽性結果が出た場合、自主隔離) ●COVID-19 の症
状を自己観察(症状が出た場合、自主隔離および検査) ●州および地域(州政府、地方政府)の推

奨事項または要件に従う。尚、ビザ免除プログラムで入国の方は引き続き ESTA 認証取得が必
要。ワクチン未接種者は原則入国不可(例外規定あり)。(参照はこちら) 

ハワイ 
ハワイ州観光局 HP 

△ 

上記米国本土入国時とほぼ同様。異なる点として、Covid-19 陰性証明書は日本からハワイ州
への直行便の場合、フライトの出発 1 日以内に受検(日英併記または英語表記/推奨:ハワイ州指
定の医療機関 213 件)して取得、ハワイ到着時に原本提示する。米国本土・準州経由でハワイ
州へ渡航の場合、日本発のフライトの出発 1 日以内の陰性証明書を取得、ハワイ州の「Safe 
Travels Program(３/25 で撤廃)に健康状態や渡航情報を登録し QR コード取得し、空港到着
時に提示が求められる。 ※参照 ハワイ政府観光局 プロセス 必要書類 

カナダ 
在カナダ⽇本国大使館 HP 

△ 

入国日 14 日前迄にカナダ政府承認済みのワクチン接種完了者は特別な制限なく入国可能。入
国時に、ワクチン接種証明書、『ArriveCan』の登録ワクチン接種証明書もアップロード要)及
び陰性証明書（搭乗前 72 時間以内に PCR 検査を受検し取得したもの）もしくは回復証明書
の携行が必要(全て英語表記もしくは日英併記)。入国時に前述の書面または電子データを提示。
到着後の PCR 検査は検査対象として無作為に実施される。8 日目の検査や 14 日間の自主隔
離は免除。電子渡航認証『eTA』の取得は引き続き必要。ワクチン未接種者は例外に該当しな
い限り、カナダへの入国が許可されない。 

ブラジル 
在ブラジル⽇本国大使館 HP 

△ 

特別な制限なく入国可能(無査証条件および南アフリカを含む一部の国を経由する場合に要注

意)。入国・乗り継ぎする渡航者は、ワクチン接種証明書(2 回接種もしくは 1 回接種型のワク
チンを接種して 14 日間が経過要)、陰性証明書(搭乗前 24 時間以内の抗原検査、または搭乗
前 72 時間以内の RT-PCR検査のもの)、渡航者健康状態申告書(DSV)への登録が必要。搭乗

手続き時と入国時に提示。隔離不要。 

英国 
在英国⽇本国大使館 HP 

3/18 より 
〇 

特別な制限なく入国可能。3/18 より、予防接種を受けているかどうかにかかわらず、乗客追
跡フォーム(Passenger Locator Form)へ入力や旅行前および到着後の検査が不要になる。ス
コットランド、ウェールズ、及び北アイルランドは別の措置をとっているので、各滞在先のア
ドバイスに従うこと。 ※参照：水際対策 

イタリア 
在イタリア⽇本国大使館 HP △ 

EU Passenger Locator Form への登録・提示およびワクチン接種証明（接種完了日から 6
ヶ月以内）、治癒証明（発行から 6 か月以内）、陰性証明（入国前 72 時間以内に受検した PCR
検査又は入国前 48 時間以内に実施した抗原検査）のいずれか一つを所持している場合、自己
隔離を免除(全て提示できない場合には、5 日間の自己隔離および最終日の再検査要)。
2022/3/31 までの間、入国者にランダムに抗原検査または分子検査(PCR 検査)が実施され
る。結果が陽性で、必要な場合には指定された滞在施設で 10 日間の自己隔離(費用は自己負
担)。入国前の滞在・経由国に応じて別途規定あり。 

オーストリア 
駐⽇オーストリア大使館 HP △ 

 [3回接種証明][2回接種証明][罹患証明][陰性証明（PCR(72時間以内)・抗原検査(24時間以
内)）]のいずれかを提示すると、渡航事前登録（PTC）も隔離も不要で入国可能。[接種証明]も
[罹患証明]も[陰性証明]もない場合、渡航事前登録(Pre-travel clearance)+自主隔離(10日間)
が必要だが、陰性証明を以て即時早期終了可。 

オランダ 
在オランダ⽇本国大使館 HP △ 

日本で発行されるワクチン接種証明書を所持している者は、入国の目的に制限なく入国可能で
自己隔離不要だが、出発48時間以内のPCR検査や出発24時間以内の迅速抗原検査の陰性検査
結果の取得は必要。ワクチン未接種者は入国不可。 

スペイン 
在スペイン⽇本国大使館 HP 

△ 

ワクチン接種証明書(最終接種から270日以内)を所持し、出発前に保健省の専用ページまたは
専用の無料アプリ「SPAIN TRAVEL HEALTH-SpTH」に表示されるフォーマットに必要事
項の入力および登録し、搭乗時と入国時に提示すれば入国可能。登録には、ワクチン接種証明
書、到着前72時間以内に発行されたPCR検査の陰性証明書または到着前24時間以内に発行さ
れた欧州委員会が認める抗原検査の陰性証明書または回復証明書の入力が必要。入国後の隔離
や検査の義務はなし。 

デンマ－ク 
在デンマ－ク⽇本国大使館 HP △  [3 回接種証明][2 回接種証明][罹患証明]のいずれかを提示すると、入国後の検査や隔離等の

規制が免除される。提示できない場合、入国後 24 時間以内に検査を受ける必要あり。 

ドイツ 
在ドイツ⽇本国大使館 HP △ 有効なワクチン接種証明書を提示すれば入国可能（陰性証明書/隔離/デジタル入国登録は不

要)。ワクチン接種証明書を所持していない場合、観光目的での入国は認められていない。 

フィンランド 
在フィンランド⽇本国大使館 HP △ 

有効なワクチン接種証明書を所持し、ワクチンの最終接種日から 7 日以上経過している者は入
国可能。上記条件を満たせば陰性証明書は不要。 

フランス 
在フランス⽇本国大使館 HP 

△ 

日本は、最も規制の少ない「グリーン」に分類。渡航にあたって特別な理由は不要。入国前に
旅客追跡フォーム（EU Digital Passenger Locator Form/dPLF）」への登録は必須。規定回数の
ワクチン接種完了者はワクチン接種証明書を提示するだけで入国可能。ワクチン未接種者は、
72 時間以内の PCR検査または 48 時間以内の抗原検査の陰性証明が必要。到着後の隔離や
検査はなし。3/14 より衛生パス(ワクチンパス)は停止。 

ロシア 
在ロシア⽇本国大使館 HP × 日本では「渡航中止勧告」発出。どのよう目的であれ、渡航は止めてください。 

https://www.us.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html
https://www.cdc.gov/quarantine/fr-proof-negative-test.html
https://travel.lacity.org/
https://www.mofa.go.jp/mofaj/toko/passport/us_esta.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/travelers/noncitizens-US-air-travel.html
https://www.allhawaii.jp/htjnews/4084/
https://www.allhawaii.jp/covid19/prepare/certificate/
https://www.allhawaii.jp/covid19/wp-content/uploads/2022/02/20220221-%E3%83%8F%E3%83%AF%E3%82%A4%E5%B7%9E%E6%8E%A8%E5%A5%A8%E5%8C%BB%E7%99%82%E6%A9%9F%E9%96%A2.pdf
https://www.allhawaii.jp/covid19/wp-content/uploads/2022/02/20220221-%E3%83%8F%E3%83%AF%E3%82%A4%E5%B7%9E%E6%8E%A8%E5%A5%A8%E5%8C%BB%E7%99%82%E6%A9%9F%E9%96%A2.pdf
https://travel.hawaii.gov/#/
https://travel.hawaii.gov/#/
https://www.allhawaii.jp/covid19/process/
https://www.allhawaii.jp/covid19/prepare/documents/
https://www.ca.emb-japan.go.jp/itpr_ja/coronavirus-info-JP-2.html
https://www.canada.ca/en/public-health/services/diseases/coronavirus-disease-covid-19/arrivecan.html
https://www.canada.ca/en/immigration-refugees-citizenship/services/visit-canada/eta/facts-ja.html
https://www.br.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html
http://cgtoquio.itamaraty.gov.br/ja/rrrrrrr_rrrr.xml
https://www.br.emb-japan.go.jp/itpr_ja/11_000001_00468.html
https://www.uk.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html
https://www.gov.uk/provide-journey-contact-details-before-travel-uk
https://www.uk.emb-japan.go.jp/itpr_ja/11_000001_00484.html
https://www.it.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html
https://app.euplf.eu/#/
https://www.it.emb-japan.go.jp/itpr_ja/covid_19_20211225ML.html
https://www.bmeia.gv.at/ja/oeb-tokio/
https://entry.ptc.gv.at/en.html
https://www.nl.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html
https://www.es.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html
https://www.spth.gob.es/
https://www.dk.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html
https://www.de.emb-japan.go.jp/itpr_ja/konsular_coronavirus200313-1.html
https://www.fi.emb-japan.go.jp/itpr_ja/11_000001_00009.html
https://www.fr.emb-japan.go.jp/itpr_ja/oshukarafrancenyukoku202101.html
https://app.euplf.eu/#/
https://www.ru.emb-japan.go.jp/itpr_ja/coronavirus.html


＜＜ 入国可否について: ○→可(大きな制限なし) △→条件付きで可  X→いかなる場合も不可 ＞＞ 

※「ワクチン接種完了者」とは定められたワクチンの接種回数を終え、かつ、最終の接種日から 14 日間経過した者を指す。 

国(地域名) 入国可否 ⽇本人に対する入国制限措置・入国後の行動制限措置 

韓国 
在韓国⽇本国大使館 HP 

△ 

一般的な旅行者は原則入国不可。ビザ免除措置が停止、新たに韓国大使館にて発給された韓国
ビザが必要。出発日基準４８時間前以内に検査したPCR検査陰性証明書が必要。入国後1日目
と入国6～7日目にもPCR検査が必要。3/21からワクチン接種し(※)、検疫情報の事前入力シ
ステム（Q-CODE）を通じて韓国国内で接種歴が確認された場合、国内登録接種完了者として
隔離期間(7日)が免除される。4/1からワクチン接種し、事前入力システム（Q-CODE）を登
録すると、韓国国内で接種歴がなくても隔離免除される。ワクチン未接種者は引き続き7日間
の隔離が必要。※ワクチン2回接種後14日経過180日以内の者および3回接種者が対象者。 

中国 
在中国⽇本国大使館 HP 

△ 

日本人に対する訪中ビザ免除措置は全ての目的で停止。但し中国政府が入国を認めている居留
許可またはビザを所持し、搭乗予定日７日前のPCR検査(予備検査)、検体採取日から7日間の
健康観察および「自己健康状況観察表」の記入、搭乗予定日の３日以内に２つの指定検査機関
で２４時間以上間隔を空けて別々に行うPCR検査(交差PCR検査)を実施。所定フォーマットを
使用した検査証明書(全ての検査が陰性であること)を提出する。※各地の入国後の行動制限の
詳細はこちら。 

香港 
在香港⽇本国総領事館 HP × 現在日本から香港に入境できるのは、ワクチン完全接種者である「香港居民」のみ 

台湾 
(公財)⽇本台湾交流協会 HP 

△ 

3/7より外国籍ビジネス客の入境を再開(観光目的は不可)。予め特別入境許可証を取得要。 
入国には 搭乗前２日以内のPCR検査陰性証明書、オンラインの「入境検疫システム」でPCR
の検査後の健康状態などの事前登録が必要。入境後の政府指定防疫ホテルや居家検疫などで入
境後の１0日間(到着日の翌日起算)の隔離、入国11日目から7日間自主健康管理期間が義務付
け。入国時から隔離終了までPCR検査（2回）検疫期間の自主抗体検査（3回）、その後の自主
健康管理期間終了まで自主抗体検査（2回）が必須。 

インド 
在インド⽇本国大使館 HP 

 

△ 

インドに入国するには事前にビザ(査証)または e-Visaの取得要。日本国籍向けのアライバルビ
ザ(VISA ON ARRIVAL)は一時的に停止。当面の間 、国際民間旅客航空便のインドへの着陸
を停止(ただし、当局の許可を得たフライトを除く)許可を得たフライト等でインドに到着する、
全ての外国人の入国を許可。2/23より、出発前72時間以内に受けたRT-PCR検査の陰性証明
書を事前にデリー空港HPにオンラインで提出が必須。また、入国後14日間のセルフモニタリ
ング(毎日の体温確認などの体調管理)が必要。 

シンガポール 
在シンガポール⽇本国大使館 HP 

× シンガポールの長期滞在パス(Work Pass(Employment Pass、S Pass、Dependant's Pass)

やStudent's Pass等)を所持している者以外は入国禁止。 

タイ 
在タイ⽇本国大使館 HP 

△ 

ワクチン接種完了者はThailand Passシステムを通じたTest and Go(検疫隔離免除)適用可。
観光以外の場合は査証要。①ワクチン接種証明書 ②2万米ドル以上の治療補償額の英文医療保
険証 ③到着1日目のAQ/SHA Extra Plus等のホテル宿泊予約確認書 ④渡航予定日の7日前

迄に入国登録証(Thailand Pass)の登録しQRコードの取得(取得必要日数:約1週間)⑤出発72
時間前以内のPCR陰性証明書 ⑥宿泊ホテルで受け取る抗原検査キットで入国後5日目に自己
検査(滞在日数が5泊未満は2度目の受検は不要。出国予定日が記載されている航空券の提示が

必要) ⑥当局が指定アプリ(MorChanaアプリ)でタイ保健当局に検査結果報告 
※詳細はこちら  ※ワクチン未接種者は政府指定ホテルにて10日間の隔離措置が必要。 

ベトナム 
在ベトナム⽇本国大使館 HP △ 

入国対象者は「機関・組織・個人によって招聘される外国人」。有効期限内のベトナム入国書
類(滞在許可証、一時滞在許可証(Temporary Resident Card)、査証、査証免除証)を所持し
ている者は、出入国法の規定に基づき入国可。 
入国には入国承認、一時在留カード(TRC)または査証の事前申請・取得、入国前72時間以内に
PCR検査等(RT-PCR/RT-LAMPのみ)の陰性証明書、入国前24時間以内のオンラインでの医
療申告が必要。ワクチン接種者はワクチン接種証明書所持し、入国後3日間の自宅等での隔離、
3日目に当局によるPCR検査を受検。ワクチン未接種者は入国後7日間の隔離、7日目に当局に
よるPCR検査を受検。陰性であれば、隔離終了後、入国14日目まで健康観察。 

ミャンマー 
在ミャンマー⽇本国大使館 HP × 

商用旅客航空便の着陸及び陸路での外国人の出入国を禁止。 
政府事業、建築事業、経済活動等に係る職務を果たすことを目的とする場合に限り、一定の条
件の下、外国政府関係者およびビジネス関係者への査証発給を再開し入国を許可。 

オーストラリア 
在⽇オーストラリア大使館 HP △ 

ワクチン接種を終えた日本人で、かつ、日本から到着する者は入国可。入国にはワクチン接種
証明書、出発3日以内のPCR検査または出発24時間以内の迅速抗原検査の陰性証明書などの携
行・提示(全て英語表記もしくは日英併記)、出発72時間前以降に健康情報などを申告する
Digital Passenger Declaration(DPD)に入力・提示、ETASまたはビザの取得が必須。ニュ
ーサウスウェールズ州およびビクトリア州においては、新型コロナワクチンを完全に接種した
ことを証明した者に限り、入国後24時間以内に新型コロナウイルス検査を受検し陰性であるこ
とが判明するまで自己隔離を実施することを条件として、その後の隔離を免除。 

 
※各国の出入国制限は随時変更されており、十分な告知期間なしで施行される場合もありますのでご注意ください。また上記の内容は新型コロ

ナウイルスに関する各国の入国制限事項について⽇本外務省、各政府機関および航空会社のウェブサイトからの情報をもとに最小限の情報提
供を目的としたものであり、お客様の出国/入国を保証するものではありません。最新情報、情報の詳細は必ず各自でご確認ください。 

 
三喜トラベルサービス株式会社(KNT-CT ホールディングスグループ)      URL: https://www.icic.co.jp  

 

 

✈✈⽇系航空会社の運航状況✈✈  
～新型コロナウイルス感染の影響に伴い一部運休・減便等が発生いたしております!!～ 
⇒ ⽇本航空 (J A L) 運航状況: 3 ⽉搭乗分こちら ４⽉搭乗分こちら 5 ⽉搭乗分こちら  
⇒ 全 ⽇ 空  (ANA) 運航状況: こちら  ※状況により変更となる可能性がございますので、予めご了承ください。 

【本社】 

〒101-0024 東京都千代田区神田和泉町 1-13 
住友商事神田和泉町ビル 14 階 
TEL 03-5825-4355 FAX 03-5825-4478 

              

 

【福岡営業所】 

〒812-0024 福岡市博多区綱場町 1-1  
Ｄ-ＬＩＦＥＰＬＡＣＥ呉服町 8 階 
TEL 092-281-4851 FAX 092-281-4852 

※2022/3/22 より同じビルの 7 階へ移転しました 
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