
シンガポール マレーシア インドネシア フィリピン タイ ベトナム カンボジア ラオス ミャンマー

最終更新日 3月22日 3月22日 3月22日 3月21日 3月22日 3月22日 3月22日 3月22日 3月23日

ワクチン接種

（入国時隔離の免除のための接

種回数など）

2022年8月29日より入国要件ではない。2月

13日からは接種完了者（必要回数）（注1）

でない者について従来必要だった入国前2日

以内にPCR検査も不要になった。

入国要件ではない。

※ワクチン未接種でも検査・隔離は不要。た

だし国内の施設入場時には接種証明書の提示

を求められるケースがある。

接種完了者（2回以上接種）

接種完了者

※接種証明書の提示が必要

※接種完了とは、出発国からの出発日

時から遡って14日以上前に、ファイ

ザーなど2回接種する種類のワクチンを

2回接種済み、あるいはヤンセンなど1

回接種する種類のワクチンを接種済み

であることを指す。

入国要件では無くなった。
規定なし 規制なし

入国要件ではない。

※接種完了者による接種証明書の提示が不

要となった（12月23日）。

接種完了者（承認済みワクチンを到着14日

以上前に2回以上）

※ワクチン接種証明書提示が必要

PCR検査（陰性証明書の提示） 接種完了者、未接種者共に不要 不要 不要

ワクチン接種完了者は不要。

15歳以上でかつ、ワクチン接種未完了

者は出発国の出発日時から遡って24時

間以内の陰性の抗原検査結果を提示す

ること。

入国要件ではなくなった。

※陰性証明書の提示は求められるが、

無い場合も入国は可能。

不要 不要 不要
承認済みワクチンを2回以上接種していない

場合、到着前48時間以内に発行されたRT-

PCR検査による陰性証明書が必要

その他

ワクチンパスポートやワクチンカードな

どのワクチン接種証明を提示する義務を

撤廃（10月3日）。

接種未完了者による出発前48時間以内の抗

原検査（ATK）陰性証明の提示が不要と

なった（12月23日）。

アプリ登録

（ワクチン接種証明に関して、

ある場合）

「MySejahtera（マイセジャテラ）」をイン

ストールし、必要事項を入力。

「pedulilindungi（プドゥリリンドゥギ）」

をインストールし、必要事項を入力。

「Traze（トレーズ）」をインストー

ルし、必要事項を入力。
不要

ベトナム入国に当たって、ワクチン接

種証明は要件とはなっていない。
不要 不要 　

その他

ワクチン未接種の短期滞在者については、従

来求められていた3万シンガポール・ドル以

上の医療費を補償する海外渡航保険の加入が

2月13日から不要に。

2022年8月1日より、アプリ(MySejahtera)

上のトラベラーズカードの取得は不要に。

入国時の海外医療保険加入書の提示は不要と

なった。

新型コロナを対象に含む医療保険への

加入は必須ではなくなった（加入を推

奨）。

オンライン入力フォーム「eTravel」へ

の登録が必要（同フォームへは航空機

搭乗前までに登録を行うこと）。

新型コロナの治療費等を含む医療保険

への加入と同保険証の提示義務は廃止

となった。

なし（入国前24時間以内のオンライン

医療申告は4月27日以降、不要となっ

ている）

新型コロナを対象に含む医療保険への加

入を推奨。

労働者ビザ（LA-B2）保持者はラオス入国

時に1年間の新型コロナ対象保険（50万キー

プ）に加入する義務がある。他の保険に加

入済みであれば英文の証明書を提出する必

要がある。

国営保険会社Myanma Insuranceの医療保

険へ加入していること。

ただし、商用ビザ（※）で入国する場合

は、Myanma Insuranceの保険に代えて、

日本等の保険会社の保険（新型コロナウイ

ルスを補償対象に含むもの）に加入した英

語またはミャンマー語の証明を提示するこ

とで差し支えないない。

（※）在京ミャンマー大使館に直接申請す

る場合に限る。Eビザを申請する場合は引き

続きMyanma Insuranceへの加入が必要。

入国時 新型コロナ検査 なし

なし（空港での発熱スクリーニングまたは自

己申告で新型コロナが疑われる場合は新型コ

ロナ検査実施の可能性あり）

空港での健康確認で体温が37.5度以下の場

合は検査無し。
なし

原則なし

※ただし、ワクチン接種証明／渡航前

72時間以内の陰性証明、どちらも未取

得の者は（入国は可能だが）、入国時

に新型コロナ検査実施の可能性あり

（担当官の指示に従う）。

なし 不要 不要

原則不要

（入国時のスクリーニング（検温）で新型

コロナの症状がある場合のみ、空港でRDT

検査が実施される）

入国時隔離 ワクチン接種完了者、未接種者共に不要。 不要 ワクチン接種済みであれば、不要。 不要 不要 不要 不要 不要
空港でのRDT検査の結果、陽性であれば医

療施設またはホテル隔離。

新型コロナ検査 不要 不要 不要 不要 不要 なし 不要 不要 上記「入国時隔離」欄の通り

公共交通機関 利用可能 利用可能 利用可能（入場にアプリ利用） 利用可能 利用可能 利用可能 利用可能 利用可能 利用可能

店内飲食 利用可能 利用可能 利用可能（入場にアプリ利用） 利用可能 利用可能 利用可能 利用可能 利用可能 利用可能

マスク着用義務など

屋内・屋外、公共交通機関、医療・介護施設

での着用義務はなし。ただし、医療・介護施

設の入所者と接するスタッフ、訪問客はマス

ク着用を推奨。

マスク着用は屋内外ともに任意。ただし、公

共交通機関や医療機関では引き続き着用義務

あり。

マスク着用は屋内外ともに任意。混雑した場

所や建物内及び狭い場所（公共交通機関内を

含む）等でのマスクの着用を推奨。

10月28日より屋内外問わず、マスク着

用は原則任意となった。ただし、公共

交通機関や医療施設は引き続きマスク

着用義務有り。

9月30日より、混雑エリアでのマスク

着用は義務ではないが推奨される。感

染者や濃厚接触者は引き続き着用義務

あり。

公共交通機関や医療施設でのマスク着

用義務あり。
4月26日よりマスク着用義務を撤廃。

マスク着用、手洗い等の一般的な感染防止

を行う義務あり。
　

外出制限・国内移動制限 なし なし

国内移動には、ワクチン接種回数の要件があ

る。短期出張者等の海外からの旅行者は2回

のワクチン接種を済ませていることが必要

（自国民やインドネシア居住者は3回接種が

必要）。また、省庁など特定の機関によって

は、訪問時に新型コロナ検査の陰性証明が求

められる場合もある。

外出の際はワクチン接種証明書を携行

することを推奨。

訪問する地区の新型コロナ感染状況が

急激に悪化しない限りは制限なし。
なし なし

ヤンゴン地域において午前0時から午前4時

まで夜間外出禁止。

事業活動制限

（一時閉鎖措置、休業命令等）
制限なし

なし（ナイトクラブは2022年5月15日に営

業を再開したが、個別のSOPを順守する必要

あり）

なし（2022年12月30日に活動制限を終了） なし
訪問する地区の新型コロナ感染状況が

急激に悪化しない限りは制限なし。
なし なし 　

現地で新型コロナ感染が疑われ

る場合／陽性判明後の主な対応

軽症者については症状が治まるまで自宅待

機。症状があった外出する必要な場合にはマ

スクを着用し、混雑を避けるなど人との接触

を最低限にすることが求められる。高齢者な

ど重症化リスクの高い人で、症状が悪化した

場合には医療機関への受診を勧告。

原則として7日間の隔離。隔離4日目に専門

家による迅速抗原検査で陰性ならば、隔離は

解除。状態に応じた対応は、政府特設ポータ

ル「コビット・プロトコル」で確認可能。

検査が陽性だった場合はpeduli Lindungi上

でデータが連動される。陽性（無症状・軽

症）の場合、10日間の隔離が課される。6日

目以降にPCR検査で陰性結果が出るか、PCR

検査を受けない場合は10日間経過すれば隔

離解除。

ワクチン接種完了者は、陽性判明後、

最低7日間の隔離が必要。

ワクチン接種未完了者は、陽性判明

後、最低10日間の隔離が必要。

無症状・軽症の場合（608グループを

除く）は自己隔離は不要。重症の場合

は、医療機関にて入院する等適切な治

療を受ける。

（注）608グループとは、60歳以上の

高齢者と、7つの基礎疾患を持つ者、妊

婦を総称したグループ

陽性判明後は原則7日間の医療隔離が必

要。
自宅療養が可能。

政府・民間病院もしくは自宅治療が可能。

治療費は自己負担。

治療期間は無症状で10日間、症状があれば

13日間（症状の回復状況次第で延長あ

り）。

陽性が判明し、ビザ免除期間（15日間）を

超えて滞在する必要が生じた場合、外国人

出入国管理局にて特別に滞在延長申請が可

能。申請は本人以外も可能。申請を行わな

い場合、超過1日につき10ドルの罰金を出国

時に支払う必要がある。

　

その他
「Thailand Pass」システムを通じた事

前入国申請は撤廃。

入国後10日間は健康観察期間となり、

新型コロナウイルスの感染症状が出た

場合には、医療機関への報告が必要と

なる。

外国人であっても、カンボジア国内のい

ずれの病院でもワクチン接種を無料で受

けることが可能。
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東南アジア地域における日本からの入国・国内規制・手続き一覧

（注1）12歳以下はワクチン接種の義務なし。認定ワクチンの種類と回数は、表中の入国管理局（ICA）HP参照。ワクチン証明書は「SMARTヘルスカード」または「CAO VDS-NC規格」のデジタル証明。ICAホームページ（https://safetravel.ica.gov.sg/files/acceptedvaccinationcertificate.pdf）参照。

入国後

主な国内規

制・留意点

入国前

https://mysejahtera.malaysia.gov.my/intro_en/
https://mysejahtera.malaysia.gov.my/intro_en/
https://www.indonesia.travel/gb/en/trip-ideas/a-brief-guide-on-using-peduli-lindungi-mobile-app
https://www.indonesia.travel/gb/en/trip-ideas/a-brief-guide-on-using-peduli-lindungi-mobile-app
https://www.traze.ph/
https://www.traze.ph/
https://etravel.gov.ph/
https://etravel.gov.ph/
https://etravel.gov.ph/
https://etravel.gov.ph/
https://etravel.gov.ph/
https://etravel.gov.ph/
https://www.jetro.go.jp/biznews/2023/02/6af743438e0da891.html
https://www.jetro.go.jp/biznews/2022/08/131c0e2421f04e2c.html
https://www.jetro.go.jp/biznews/2023/01/c4fb0e0b35f1142b.html
https://www.jetro.go.jp/biznews/2022/11/ec73c3d6faedc7ed.html
https://www.jetro.go.jp/biznews/2022/06/d0a73859381338d2.html
https://www.jetro.go.jp/biznews/2022/05/667d130653fdd3e8.html
https://www.jetro.go.jp/biznews/2022/05/316e1c920540cc43.html
https://www.jetro.go.jp/biznews/2022/04/e0d3b57d0a4c4ff9.html
https://www.jetro.go.jp/biznews/2022/04/b89b75900706721a.html
https://www.jetro.go.jp/biznews/2022/09/8adf0cd5ca4fbae1.html#:~:text=%E3%82%A4%E3%83%B3%E3%83%89%E3%83%8D%E3%82%B7%E3%82%A2%E5%88%B0%E7%9D%80%E6%99%82%E3%81%AB%E7%A9%BA%E6%B8%AF%E3%81%AA%E3%81%A9,%E3%81%B8%E3%81%AE%E5%A4%89%E6%9B%B4%E3%81%AF%E3%81%A7%E3%81%8D%E3%81%AA%E3%81%84%E3%80%82
https://www.jetro.go.jp/biznews/2022/12/9d16112f0a4a8b22.html
https://www.sg.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html
https://www.my.emb-japan.go.jp/itpr_ja/11_000001_01086.html
https://www.id.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html
https://www.ph.emb-japan.go.jp/itpr_ja/11_000001_00309.html
https://www.th.emb-japan.go.jp/itpr_ja/news_20220627.html
https://www.vn.emb-japan.go.jp/itpr_ja/20200731nyuukoku.html
https://www.kh.emb-japan.go.jp/itpr_ja/b_000754.html
https://www.la.emb-japan.go.jp/itpr_ja/11_000001_00996.html
https://www.mm.emb-japan.go.jp/files/100334731.pdf
https://www.ica.gov.sg/enter-transit-depart/entering-singapore
https://mysafetravel.gov.my/
https://www.facebook.com/photo?fbid=406128101547954&set=pcb.406128214881276

