【アジア・オセアニア・中近東 ダイジェスト版】

2021 年 10⽉31⽇更新

新型コロナウイルスにおける各国の入国制限
⽇本帰国時のワクチン接種証明書による待機期間の短縮等について ⇒詳細はこちら
○入国後 14 ⽇間の自宅等での待機期間の短縮
「検疫所が確保する宿泊施設での待機対象となっていない国・地域」又は「検疫所が確保する宿泊施設で 3 ⽇間の待機対象となっている指定国・
地域」から入国・帰国する方で、条件を満たした有効なワクチン接種証明書を保持する方は、入国後 14 日間の自宅等での待機期間中、
入国後 10 ⽇目以降に自主的に受けた検査（ＰＣＲ検査又は抗原定量検査）の陰性の結果を厚生労働省（入国者健康確認センター）に届け出
ることにより、残りの待機期間が短縮されます。

○検疫所が確保する宿泊施設での３⽇間待機の免除
「検疫所が確保する宿泊施設で 3 ⽇間の待機対象となっている指定国・地域」から入国・帰国する方で、条件を満たした有効なワクチン接種
証明書を保持する方は、宿泊施設での待機及び入国後 3 ⽇目の検査を求めないこととします（自宅等での待機はこれまで通り必要）。
※「検疫所が確保する宿泊施設で 6 日間の待機対象となっている指定国・地域」から入国・帰国する方は、本措置の対象外。

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

上記の措置は、2021 年 10 ⽉ 1 ⽇以降に入国・帰国される方に対して実施します。
※上記条件に当てはまる場合でも、別途、検疫所又は保健所から自宅等での待機の継続等について提示があった場合には、その指示に従う必要があります。
※年齢要件でワクチン接種が認められていない子どもは、上記の待機短縮等は認められません。

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

全ての国・地域から入国する全ての方は、入国の前後で以下のことが必要になります。⇒詳細はこちら
■出国前 72 時間以内の新型コロナウィルス検査の陰性証明書を取得し、提出すること。(検査証明書には満たすべき要件があります)
■厚生労働省・検疫所が定める国・地域に過去 14 ⽇以内の滞在歴がある入国者は、検疫所の確保する宿泊施設等で入国後の待機、検査を実施。
3 ⽇間の待機+3 ⽇目(入国⽇は含みません)に受検：英国/デンマーク/ベルギー/一部ロシア/マレーシア/インド/インドネシア/アラブ首長国連邦 ほか
6 ⽇間の待機+3 ⽇目および 6 ⽇目に(入国⽇は含みません)受検：フィリピン、アルゼンチン、ブラジル、ペルー ほか
※検査結果が陰性と判定された場合には宿泊施設を退所。退所後も入国後 14 日間は自宅などで待機
■入国時に 14 ⽇間の公共交通機関の不使用、自宅などでの待機、位置情報の保存・提示、接触確認アプリの導入等についての誓約書の提出。
■スマートフォンの携行、必要なアプリの登録・利用
■入国後 14 ⽇間の健康フォローアップのため、検閲時に連絡先を確認するための質問票 web に登録
■ワクチン接種証明書の「写し」の提出 (入国時・帰国時の検疫で、有効なワクチン接種証明書の写しを提出する方は検疫所が確保する宿泊
施設での 3 日間の待機免除や入国後 14 日間の待機期間の一部短縮の対象となる)

⇒ 厚生労働省 水際対策の抜本的強化に対するＱ＆Ａはこちら
※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
ロナウィ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。

＜＜ 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）
韓国
在韓国⽇本国大使館 HP

中国
在中国⽇本国大使館 HP

香港
在香港⽇本国総領事館 HP

台湾
(公財)⽇本台湾交流協会 HP

インド
在インド⽇本国大使館 HP

「レベル 3(渡航中止勧告)」

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

△

一般的な旅行者は原則入国不可。日系の航空会社は全便運休。2020/3/9以降、相互主義の観
点からビザ免除措置が停止され、新たに韓国大使館にて発給された韓国ビザが必要。全ての
入国者に対して健康状態質問書及び特別検疫申告書の作成、入国場検疫での発熱チェック、
韓国国内滞在住所及び連絡先(携帯電話)の提出並びに自己診断アプリのインストール等が必
要。韓国行きフライトの出発前72時間以内に取得したPCR陰性確認書の提出、入国後1日以内
及び隔離解除前のPCR検査受検、原則14日間の自宅又は施設での隔離を義務付けられる。

△
△
Ｘ
△

現在、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、2021/09/13以降 中国行きフライト出発2日以内に中国大
使館指定医療機関で2種類の検査によるダブル検査陰性証明(*1)と健康コード(陰性証明をア
ップロード要)を取得すれば渡航可(搭乗時ダブル陰性証明の原本所持を推奨)。2021/11/1以
降 査証申請時にワクチン接種証明書原本提示、コピー提出が必要。現地到着後は空港での
PCR検査、14日間の隔離制限、検疫期間終了時のPCR再検査。※各地の入国後の行動制限の詳
細はこちら。 (*1)ダブル陰性証明は大使館・総領事館の指定検査機関発行の統一フォーマ
ットのCovid-19 PCR検査およびIgM抗体検査の結果が1枚になっている証明書のこと。
2021/10/29 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非香港居民の
み。搭乗時、香港行きフライト出発前 72 時間以内の陰性証明書、14 泊以上の指定検疫ホテ
ルにおける宿泊予約確認書、ワクチン接種証明書の提示。入境後はグループ B の検疫措置が
適用。強制検疫期間中 4 回の強制ウイルス検査、その後 7 日間の自己観察（1 日 2 回の検温
の実施等）を行う。入境後 16 日目、19 日目にも強制ウイルス検査を行う
2021/5/19 0時から台湾の有効な居留証を所持しない非台湾籍者の入境(トランジット含む)
を全面的にしばらくの間停止 (※緊急または特別な人道的理由で渡航する人は例外)。
2021/10/15以降 許可を得たフライト等でインドに到着する観光目的を含む全ての外国人の
入国を許可(参照)。インド行きフライトの出発前72時間以内に取得したRT-PCR検査陰性証明
書と誓約書を事前にデリー空港HPからオンライン提出要。また到着後14日間は自主隔離又は
健康のセルフモニタリングが必要。

国（地域名）
インドネシア
在インドネシア⽇本国大使館 HP

入国可否

△

「レベル 3(渡航中止勧告)」

シンガポール
在シンガポール⽇本国大使館 HP

タイ
在タイ⽇本国大使館 HP

Ｘ
△

「レベル 3(渡航中止勧告)」

フィリピン
在フィリピン⽇本国大使館 HP

△

「レベル 3(渡航中止勧告)」

ベトナム
在ベトナム⽇本国大使館 HP

マレーシア
在マレーシア⽇本国大使館 HP

Ｘ
Ｘ

「レベル 3(渡航中止勧告)」

ミャンマー
在ミャンマー⽇本国大使館 HP
「レベル 3(渡航中止勧告)」

オーストラリア
在オーストラリア⽇本国大使館 HP

ニュージーランド
在ニュージーランド⽇本国大使館 HP

アラブ首長国連邦
在アラブ首長国連邦⽇本国大使館 HP
「レベル 3(渡航中止勧告)」

エジプト
在エジプト⽇本国大使館 HP
「レベル 3(渡航中止勧告)」

Ｘ
Ｘ
Ｘ

⽇本人に対する入国制限措置・入国後の行動制限措置
査証、APECビジネストラベルカード、滞在許可(一時滞在許可 ITAS・定住許可 ITAP等)を所
持者以外は原則入国不可。インドネシア出発前72時間以内に受検したPCR検査陰性証明書及
びワクチン接種証明書の提示要。インドネシアに到着後5日間、政府指定隔離宿泊施設に自
費で待機。空港到着時及び隔離4日目に再度PCR検査受検し 結果が陰性であれば移動が許
可。到着日から14日間は自宅かホテルにて自主隔離を推奨。
長期滞在パス所持者以外入国不可（※長期滞在パス所持者も再入国には当局の事前承認要）
(1)到着までにワクチンの2回接種を終え2週間を経ていること(2)日本出国前48時間以内に
PCR検査を受検し陰性証明書を取得（入国審査時必要）(3)入国時PCR検査受検（費用160ドル
は自己負担。2021/10/27以降の到着者は不要）(4)入国後7日間のホテルや自宅での隔離(5)
隔離終了前の指定された日時にPCR検査受検（費用125ドルは自己負担）。※参照
タイ外務省は2021/11/01から隔離免除でタイ入国可能な国･地域のリスト（日本を含む46の
国･地域）及びタイ入国時の条件を発表。全てのタイ国籍を有しない渡航者はタイ入国前に
査証もしくはThailand Pass(11/01以降COEからThailand Passへ変更)、タイ行きフライト出
発前72時間以内のRT-PCR検査陰性証明書、コロナ感染関連疾病治療費を含む医療保険等の取
得、タイ王国健康質問書、出国前に追跡アプリのダウンロード等の防疫措置が必要。入国後
政府指定隔離宿泊施設にて10日間の検疫隔離及び受検(ワクチン接種完了者は隔離期間が7日
間へ短縮) ※参照 ＊サンドボックス制度はこちら。
当面の間、全ての在外公館における新規査証発給を停止。また、査証免除制度についても運用
を停止。但し、有効かつ既存の査証を所持する者等の入国は許可。所持している有効な査証が
短期渡航者ビザ（9(A)）の場合は、フィリピン外務省発行の「入国禁止措置からの免除書類」
を提示することを条件に入国を許可。入国時及び入国7日目にPCR検査を受けると共に、10日目
まで事前予約済みの検疫施設での隔離を続けた上で、検査結果が陰性の場合、国内目的地に移
動し14日間の隔離期間の残りを当該地域の緊急対応チームの監督の下過ごすことを求める。
全ての国・地域からの外国人の入国を停止（但し、外交旅券、公用旅券所持者、その他特別な
場合に対しては必要であれば査証を発給。ベトナムへの入国に際しての条件は・入国承認等の
事前申請・取得・一時在留カード（TRC）又は査証の事前申請・取得・入国前のPCR検査等の受
検と陰性証明書の取得・入国前24時間以内のオンラインでの医療申告・入国後14日間の集中隔
離、隔離後居住地域において14日間の医療観察。隔離期間中の所定の回数のPCR検査等の受検
外国人渡航者の入国は原則禁止（※留学生および医療ツーリズム目的の渡航者等は例外）。例
外的に入国が許可される外国人は 政府指定の隔離センターでの14日間の隔離、出国前3日以
内の陰性証明書の提示、政府指定アプリのダウンロード等、国家回復計画（NRP）の全ての規
定の遵守要。なお、ワクチン接種完了者（2回目接種後14日以上経過している者）については、
事前に保健省からの許可を得ることで政府指定の隔離センターに代えて自宅で隔離に服する
ことが可能。※マレ－シア入国時に必要な保健関係手続についての詳細はこちら
2021/9/30 を期限としていた入国制限措置及び国際旅客便着陸禁止措置について 2021/10/31
まで延長。現在、商用旅客航空便の着陸は禁止されており、日本人のミャンマーへの入国は、
ミャンマー人の自国帰還のための臨時便への同乗に限られる。
豪州人や豪州永住者およびその直近の家族、同国在住のニュージーランド人並びにニュージ
ーランドからの渡航者を除き全ての渡航者の入国禁止。海外からオーストラリアに渡航して
第3国に向かうため国際線にトランジットする場合などは例外。乗継時間が72時間以内の場合
は入国免除申請不要。
原則外国人の入国を禁止。なお、オークランド国際空港のみ空港を出ることなく24時間以内に
乗り継ぐなどの条件を満たす場合は乗継ぎ可能。

△

【アブタビ首長国への入国】日本を含む「グリーン国」からの渡航者は入国時・入国後6日目・
9日目のPCR検査受検。Covid-19ワクチン接種完了者(2回接種/接種後28日経過)は、アルホス
ン・アプリで接種証明を提示すれば入国時及び入国後6日目のPCR検査の受検のみとなる。
【ドバイ首長国への入国】出発前72時間以内に受検したPCR検査の陰性証明書の提示。
【その他の首長国への入国】出発前96時間以内に受検したPCR検査の陰性証明書の提示、入国
時のPCR検査、PCR検査の陰性結果が出るまでの自主隔離などを義務付け。

△

エジプト行きフライト出発予定時刻から 96 時間以内の PCR 検査陰性証明(英語またはアラビ
ア語)が必要。要記載事項は「検体採取の日付と時刻」
「認可された検査機関による押印・QR コ
ード」
「綿棒を用いた拭い液による検体種別（咽頭部や鼻部など採取部位の別）
」
「RT-PCR 法に
よる検査」など。※参照 エジプトにおける Covid-19 関連情報(2021/10/31 更新)。その他、
搭乗券受取前に指定の申告書への記入・提出、エジプト滞在中に有効な医療保険加入要。

※レベル 3(渡航中止勧告)は 外務省より発出される海外安全情報【感染症危険情報レベル】。
「渡航は止めてください」に該当

✈✈⽇系航空会社の運航状況✈✈

～新型コロナウィルス感染症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: 11 ⽉搭乗分こちら 12 ⽉搭乗分こちら 2022 年 1 ⽉以降搭乗分こちら
⇒ 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ませ。

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)
【本社】
〒170-0004

東京都豊島区北大塚 1-13-4
オーク大塚ビル 5 階
TEL 03-5980-6262 FAX 03-5980-6266

URL: https://www.icic.co.jp

【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

【北米・中南米・ヨーロッパ
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2021 年 10⽉31⽇更新

新型コロナウイルスにおける各国の入国制限
⽇本帰国時のワクチン接種証明書による待機期間の短縮等について ⇒詳細はこちら
○入国後 14 ⽇間の自宅等での待機期間の短縮
「検疫所が確保する宿泊施設での待機対象となっていない国・地域」又は「検疫所が確保する宿泊施設で 3 ⽇間の待機対象となっている指定国・
地域」から入国・帰国する方で、条件を満たした有効なワクチン接種証明書を保持する方は、入国後 14 日間の自宅等での待機期間中、
入国後 10 ⽇目以降に自主的に受けた検査（ＰＣＲ検査又は抗原定量検査）の陰性の結果を厚生労働省（入国者健康確認センター）に届け出
ることにより、残りの待機期間が短縮されます。

○検疫所が確保する宿泊施設での３⽇間待機の免除
「検疫所が確保する宿泊施設で 3 ⽇間の待機対象となっている指定国・地域」から入国・帰国する方で、条件を満たした有効なワクチン接種
証明書を保持する方は、宿泊施設での待機及び入国後 3 ⽇目の検査を求めないこととします（自宅等での待機はこれまで通り必要）。
※「検疫所が確保する宿泊施設で 6 日間の待機対象となっている指定国・地域」から入国・帰国する方は、本措置の対象外。

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

上記の措置は、2021 年 10 ⽉ 1 ⽇以降に入国・帰国される方に対して実施します。
※上記条件に当てはまる場合でも、別途、検疫所又は保健所から自宅等での待機の継続等について提示があった場合には、その指示に従う必要があります。
※年齢要件でワクチン接種が認められていない子どもは、上記の待機短縮等は認められません。

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

全ての国・地域から入国する全ての方は、入国の前後で以下のことが必要になります。⇒詳細はこちら
■出国前 72 時間以内の新型コロナウィルス検査の陰性証明書を取得し、提出すること。(検査証明書には満たすべき要件があります)
■厚生労働省・検疫所が定める国・地域に過去 14 ⽇以内の滞在歴がある入国者は、検疫所の確保する宿泊施設等で入国後の待機、検査を実施。
3 ⽇間の待機+3 ⽇目(入国⽇は含みません)に受検：英国/デンマーク/ベルギー/一部ロシア/マレーシア/インド/インドネシア/アラブ首長国連邦 ほか
6 ⽇間の待機+3 ⽇目および 6 ⽇目に(入国⽇は含みません)受検：フィリピン、アルゼンチン、ブラジル、ペルー ほか
※検査結果が陰性と判定された場合には宿泊施設を退所。退所後も入国後 14 日間は自宅などで待機
■入国時に 14 ⽇間の公共交通機関の不使用、自宅などでの待機、位置情報の保存・提示、接触確認アプリの導入等についての誓約書の提出。
■スマートフォンの携行、必要なアプリの登録・利用
■入国後 14 ⽇間の健康フォローアップのため、検閲時に連絡先を確認するための質問票 web に登録
■ワクチン接種証明書の「写し」の提出 (入国時・帰国時の検疫で、有効なワクチン接種証明書の写しを提出する方は検疫所が確保する宿泊
施設での 3 日間の待機免除や入国後 14 日間の待機期間の一部短縮の対象となる)

⇒ 厚生労働省 水際対策の抜本的強化に対するＱ＆Ａはこちら
＜＜ 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 2 回接種型ワクチンの 2 回目の接種後 2 週間経過した方を指す。

国（地域名）

アメリカ
在米国⽇本国大使館 HP

ハワイ
ハワイ州観光局 HP

カナダ
在カナダ⽇本国大使館 HP

メキシコ
在メキシコ⽇本国大使館 HP

ブラジル
在ブラジル⽇本国大使館 HP

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

△

2021/11/8 より『ワクチン接種証明(*)』、米国行きフライトの出発 3 日以内に取得した『Covid19 検査の陰性証明書(*)』、
『宣誓書(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提示できるように所持が必要。
ワクチン接種完了者へ CDC は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。未接種者へは到着後 10 日間の自主隔離が要請されている。
●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。

△

上記米国本土入国時とほぼ同様。異なる点として、Covid-19 陰性証明書はハワイ行きフライ
ト出発前 72 時間以内にハワイ州指定の医療機関で受検し、ハワイ到着時に原本提示すること
で到着後 10 日間の自己隔離が免除(指定外の陰性証明書の場合は 10 日間の自己隔離要)。こ
の他ハワイ行きフライト出発 24 時間以内にハワイ州の「Safe Travels Program」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必要。※参照 プロセス 必要書類

△

2021/10/30 以降、カナダの空港から出発する航空機/VIA 鉄道等を利用する 12 歳以上の乗客は
搭乗 14 日前迄にカナダ政府承認済みのワクチンの接種を完了、ワクチン接種証明書を所持し
ていることが必須。(移行期間として 11/30 迄はワクチン接種の過程にある乗客は搭乗前 72 時
間以内に取得した陰性証明書の提示により可能/未接種者は特例に該当しない限り入国不可）。
搭乗前迄に『ArriveCan』にて接種証明や必要事項を申告し、入国の際に書面または電子データ
で提示することで、受検・自主隔離が免除。接種証明の要件が満たない者・疑わしい症状があ
る者は基本的に入国 1 日目及び 8 日目の検査・14 日間の自主隔離が求められ、自主隔離計画の
事前登録を『ArriveCan』上で引き続き行う。電子渡航認証『eTA』の取得は引き続き必要。

△

特別な入国制限はないが、現在メキシコは「感染危険情報レベル 3(渡航中止勧告)」継続
中。渡航を避けることを推奨。入国時は事前にメキシコ政府の対象フォームから「旅行者に
おけるリスク要因の特定に関する質問票」への回答要。

△

空路入国は入国ビザの携帯を含め、各自の事情に即した入国要件に従う事を条件として渡航可
能。入国・乗り継ぎする渡航者は搭乗 72 時間前以内に実施された RPCR 検査の陰性証明書又は
24 時間前以内に実施された抗原検査陰性証明書が必要。出発 24 時間以内に旅行者健康状態申
告書を登録し、搭乗手続き時と入国時に提示が必要。隔離不要。

国（地域名）
英国
在英国⽇本国大使館 HP

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

△

2021/10/4 より感染状況が特に深刻と判断された「レッドリスト」を除き入国時の規制が緩和。
イングランド入国の 14 日前に対国の保健当局が定めたワクチン接種完了者でワクチン接種証
明書を所持する者は入国後 2 日目の PCR 検査受検、到着前 48 時間以内に乗客追跡フォーム
(Passenger Locator Form)へ連絡先等の登録で、出発前の PCR 検査や 10 日間の自主隔離が不
要に。イングランド入国前 10 日以内にレッドリスト国・地域滞在者は英国入国禁止。

〇

目的を問わず入国可能。ワクチン接種証明書又は治癒証明書と入国前 72 時間以内に受検した
PCR 検査陰性証明を所持している場合、自主隔離不要。
（ワクチン接種証明書がない場合は 5 日
間隔離要）旅客追跡フォーム（Passenger Locator Form）への登録が必要。

△

以下に該当する場合は隔離不要。（ア）出張等職業上の目的で渡航する場合等で陰性証明書、
ワクチン接種証明書又は治癒証明書を提示できる場合（イ）その他の場合で入国に際してワ
クチン接種証明書（2回型ワクチンは2回目の接種から360日有効）を提示できる場合。
⇒オ－ストリアへの入国制限（検疫の概要）（2021/9/15以降）はこちら

△

日本からオランダに渡航する場合、入国制限の例外に該当する方（滞在許可を持つ方や特定
の職業の方など）を除きオランダへの入国は認められない。（ただし、ワクチン接種証明書が
ある場合、入国目的による入国制限はなし）※2021/9/16付けで日本は安全国リストから除外
され入国制限の対象となるハイリスク国に指定されている。

×

2021/9/20以降、日本はスペインが指定する「入国制限解除対象国・地域」から除外されたた
め特例に該当する場合を除き日本からの渡航は原則禁止。ただし就労・留学等のビザを取得
している場合は、ワクチン接種証明書を所持していれば入国可能。

参照)水際対策

イタリア
在イタリア⽇本国大使館 HP

オーストリア
駐⽇オーストリア大使館 HP

オランダ
在オランダ⽇本国大使館 HP

スペイン
在スペイン⽇本国大使館 HP

チェコ
在チェコ共和国⽇本国大使館 HP

デンマ－ク
在デンマ－ク⽇本国大使館 HP

ドイツ
在ドイツ⽇本国大使館 HP

ハンガリー
在ハンガリー⽇本国大使館 HP

フィンランド
在フィンランド⽇本国大使館 HP

フランス
在フランス⽇本国大使館 HP

ベルギ－
在ベルギ－⽇本国大使館 HP

ロシア
在ロシア⽇本国大使館 HP

×
〇

2021/9/20 以降、日本は「低感染危険国（緑）
」から「最感染危険国（濃い赤）
」に位置付けが
変更されたため、日本からの入国が原則禁止。ただしチェコまたは EU 諸国の長期査証、長期
滞在許可、永住許可等を有する方が、かつ入国の際に要件を満たすことで入国可能。
2021/10/25 以降、有効なワクチン証明書を所持している場合、目的問わず渡航可能。PCR 検査
の陰性証明書の提示や入国後の検査、隔離も不要。有効なワクチン接種証明書を保持する者以
外は入国時に PCR 検査の受検、10 日間の隔離が必要 ※入国後 4 日目以降の PCR 検査で陰性と
なれば短縮可能

○

2021/9/24 ドイツ政府は日本に対する「ハイリスク地域」指定を解除。2021/9/26 午前 0 時（ド
イツ時間）より，日本からのドイツ入国にあたって，登録義務（デジタル入国登録（DEA）
）及
び隔離義務は撤廃される。ただし、証明書提示義務（コロナ検査証明書，ワクチン接種証明書，
快復証明書のいずれか）は引き続き有効。

○

日本を含む指定された国で、入国前 72 時間以内に取得した PCR 検査の陰性証明（ハンガリー
語または英語）を入国時に提示すれば入国可能。2021/8/7 より、入国の目的は問わず、観光で
の入国も可能（日本人のハンガリー滞在については 90 日以内の制限あり。
）

○

ワクチンをフル接種済みで、必要回数接種の完了から 14 日間を経過している方は、日本を含
め全ての国からフィンランドへの入国制限なし。
（観光でも入国可能）ただし、有効なワクチン
接種証明書の所持が必要。ワクチンをフル接種済み後 14 日経過していなくても、フィンラン
ドの滞在許可等の認められる理由がある方は、COVID 検査証明などで入国可能。

○

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必要なし（ワク
チン接種の有無に関わらず）ワクチン接種済みの者は、接種証明書を提示すると新型コロナウ
イルス感染検査不要。ワクチン未接種の者は出発 72 時間前以内の PCR 検査または抗原検査に
よる陰性証明書、または過去 11 日前から 6 ヶ月前の間に新型コロナウイルスに感染していた
ことを示す証明書が必要。フランスに到着後の自主隔離は必要なし（ワクチンの接種の有無に
関わらず）
。日本を含むグリーン国・地域からフランス入国する際に提出する誓約書要。

△

有効なワクチン接種証明書又は回復証明書を所持している場合は、理由問わず渡航可能。出発
前の陰性証明書も不要。到着後１日目又は 2 日目の PCR 検査が陰性であれば隔離終了。全ての
渡航者は、到着 48 時間前までに渡航者位置特定フォームへの入力が必要。
ワクチン証明書がない場合は、必要不可欠な理由がある場合のみ渡航可能。到着 72 時間前以
内に受検した PCR 検査の陰性証明書が必要。到着 1 日目または 2 日目に加えて、7 日目の PCR
検査の受検と 10 日間の隔離※到着後 7 日目の PCR 検査で陰性となれば短縮される場合がある。

○

ロシア到着予定時刻の 72 時間以内に受けた PCR 検査の陰性証明書の所持が必要（※トランジ
ットも含む）。陰性証明書はロシア語または英語のものでなければならない（※指定フォーマ
ットはないものの、陰性証明書に検査機関の押印がないものは認められない場合がある）
。
また、空港到着時には、無作為抽出で検査が実施される。自己隔離は不要。

※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
ナウィ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。

✈✈⽇系航空会社の運航状況✈✈

～新型コロナウイルス肺炎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: 11 ⽉搭乗分こちら 12 ⽉搭乗分こちら 2022 年 1 ⽉以降搭乗分こちら
⇒ 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ませ。

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)
【本社】
〒170-0004

東京都豊島区北大塚 1-13-4
オーク大塚ビル 5 階
TEL 03-5980-6262 FAX 03-5980-6266

URL: https://www.icic.co.jp

【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

