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海外旅行渡航手続きについて（情報取得日：2023 年 4 月 6 日 10 時 現在） 

 

 渡航先： ベトナム   感染症危険情報：レベル 1 

ご旅行に際しご確認・手続き等が必要な項目  ※各詳細情報は 次頁以降でご確認ください                            

パスポート（ベトナム入国時６ヶ月以上の残存期間が必要）を必ずご持参ください。 

日本国籍以外の方の有効残存期間はご自身でご確認願います。 

チェック一覧（出入国に際しご用意が必要な書類・手続き等） チェック欄 

【ベトナム入国用】  

日本出国前の航空会社チェックインカウンターで確認が実施されている事項 

①  新型コロナウイルス感染症の治療費補償を含む海外旅行保険への加入  

渡航にあたり事前にご確認・手続きが必要な事項 

② 渡航先の危険情報・感染症危険情報の確認  

③ たびレジの登録  

【日本ご帰国／入国用】  

日本入国時の検疫手続きの際に確認が実施されている事項 

㋐ Visit Japan Web サービスの登録  

㋑ ワクチン接種証明書（3 回接種済の方）又は出国前 72 時間以内の検査証明書（左記以外の方）  

情報は頻繁に変更されています。必ずご自身で、次ページ以降に記載の各ホームページをご確認ください。 

※本書面に記載した注意事項を充分にご確認いただいたうえでお申し込みください。 

当社の関与できない事由によりトラブルが生じた場合、当社は責任を負いかねます。 

※出入国に伴う情報は頻繁に変更されています。最新情報は必ずご自身でご確認ください。 

※各種書類取得・検査等の手続きはお客様ご自身で行ってください。また、諸経費はお客様のご負担となります。 

※下記は短期観光性渡航用の情報となります。業務渡航・長期滞在（留学等）は異なります。 

※スマートフォンをお持ちでない場合は、ご出発前にレンタルされることを強くお勧めします。 

 

【ベトナム入国用】  

Ⅰ．ベトナムへの渡航に際し、必要な手続き・確認事項など                                  

以下①について、日本出国前の航空会社チェックインカウンターで確認が実施されています。 

① 新型コロナウイルス感染症の治療費補償を含む補償額 1 万 US ドル以上の海外旅行保険加入証明        

観光目的での入国に際しては、ベトナム観光文化省からの指示により、新型コロナウイルス感染症の治療費を 

カバーするため最低１万 US ドル以上の保険加入が要件とされています。当地の病院では英語や日本語は通じ

ませんので、医療サービス（医療通訳、相談、緊急搬送等）を含む新型コロナウイルス感染症に対する十分な補

償が組み込まれた海外旅行保険へのご加入を強くお勧めします。 

■ベトナム観光文化省：https://vietnam.travel/things-to-do/information-travellers-novel-coronavirus-vietnam 

② 渡航先の危険情報・感染症危険情報の確認                                

■外務省海外安全ホームページ : https://www.anzen.mofa.go.jp/ 

■各国・地域の入国制限措置・行動規制(外務省) : https://www.anzen.mofa.go.jp/covid19/pdfhistory_world.html 

③ たびレジの登録                                                                         

外務省から最新の安全情報を日本語で受信できる海外安全情報無料配信サービス「たびレジ」にご登録ください。 

■外務省 HP:  https://www.ezairyu.mofa.go.jp/tabireg/index.htm 

 

 

https://vietnam.travel/things-to-do/information-travellers-novel-coronavirus-vietnam
https://www.anzen.mofa.go.jp/
https://www.anzen.mofa.go.jp/covid19/pdfhistory_world.html
https://www.ezairyu.mofa.go.jp/tabireg/index.htm
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【日本ご帰国／入国用】 

Ⅱ．日本への帰国に際し、必要な手続き・確認事項など                         

日本入国の際の必要書類、入国後の待機など行動制限を含め、水際対策（入国時の検疫措置）は次の通りです。 

水際対策は頻繁に変更されています。必ずご自身で最新情報を確認ください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※「ワクチンを 3 回接種していることが確認できる証明書(★)」をチェックインカウンター・検疫で提示できる

場合のみ、陰性の検査証明書（出国 72 時間以内のもの）の提出を不要とすることができます。次のサイトより、

「日本政府が有効なワクチン接種証明書と認める条件」を確認ください。 

★外国の航空会社を利用される場合、証明書の確認が円滑に行われるよう、英語が併記された証明書をご用意される

ことを強く推奨します（政府又は地方公共団体発行の「新型コロナウイルス感染症予防接種証明書」は英語が併記さ

れた証明書です）。 

■厚生労働省ホームページ: https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/border_vaccine.html 

※令和５年５月８日以降に入国される方は、有効なワクチン接種証明書又は出国前検査証明書の提示が不要となりま

す。但し、海外で新たな感染症が発生した場合には、必要により日本入国時の検疫措置が強化されることがあります。 

子供のワクチン接種証明書および検査証明書の要否について                                                    

子供も、有効なワクチン接種証明書を保持している場合は、出国前 72 時間 以内の陰性証明書の提出は不要で

す。有効なワクチン接種証明書を保持していない 18 歳未満の子供については、有効な接種証明書を保持する同居

する親等の監護者が同伴し、当該子供の行動管理を行っている場合は、特例的に、有効な接種証明書を保持する者

として取り扱い、当該監護者と同様の陰性証明書の免除が認められることになります。 

※接種証明書を保持していない 18 歳未満の子供が単独で（接種証明書を保持する保護者の同伴なしで）入国する 

場合には、上記の特例は認められません。（参照：【水際対策】よくある質問） 

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/covid19_qa_kanrenkigyou_00013.html#Q3 

 

㋐ Visit Japan Web サービスの登録                                     

入国手続き「検疫」→「入国審査」→「税関申告」をウェブで行うことができるサービスです。 

事前に登録することで、日本帰国時の審査や提出を省略することができます。 

 

※Visit Japan Web をご利用できない方(PC・スマートフォン等を保有していない方)は 

到着空港で必要書類のご準備をいただきます。入国手続きに大変時間がかかりますので、 

スマートフォン等をお持ちの方は必ず Visit Japan Web から必要書類の事前登録をするようにしてください。 

 

 

 

 

Visit Japan Web を 

ご利用できない方 

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/border_vaccine.html
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/covid19_qa_kanrenkigyou_00013.html%23Q3
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◆入国(または帰国)前に行うこと 

 
利用者情報の登録、質問票、ワクチン接種証明書または出国前 72 時間以内の検査証明書を登録可能です。 

◆日本到着時に行うこと 

 

 

 

 

 

（0）メールアドレスをご用意の上、「新規作成アカウント作成」とログイン 

（１）利用者情報の登録 

・姓名、生年月日、国籍、性別、パスポート情報、日本での連絡先(任意)を登録 

※ひとりで手続きができない同伴者のみ、同伴者情報を登録 

（２）スケジュール登録 

・帰国時の利用便情報を確認の上、「旅行名、日本到着予定日、航空会社名、便名、日本での連絡先」を登録 

※ひとりで手続きができない同伴者がいる場合は同伴者情報を選択 

（３）必要な手続きの情報登録 

・検疫手続(ファストトラック)  

・ワクチン接種証明書(3 回以上)または 72 時間以内の陰性証明書(接種回数 2 回以下)の登録 

・審査完了後、ステータスとトップ画面の色が変わります。 

 

 

 

 

 

（４）手続き完了した画面・書面を日本入国時に提示。 

 

■日本へ帰国・入国するみなさまへ：https://www.hco.mhlw.go.jp/ （厚生労働省） 

■「Visit Japan Web サービス」について：https://vjw-lp.digital.go.jp/  (デジタル庁) 

■水際対策に係わる措置：https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00209.html （厚生労働省） 

■検査証明書について（Q＆A）:https://www.mhlw.go.jp/content/000825073.pdf （厚生労働省） 

 

㋑ ワクチン接種証明書（3 回接種済の方）または 出国前 72 時間以内の検査証明書（左記以外の方）                                                                        

【下記のいずれか】 

ⅰ）ワクチン接種証明書（日本政府が定めたもの）  

新型コロナワクチン３回接種済であることの証明書を保持している場合、ワクチン接種証明書を登録します。 

ⅱ）陰性の検査結果証明書（出国前 72 時間以内のもの）  

上記ⅰ）を登録しない場合、現地を出国する 72 時間以内に受けた PCR 検査等の検査結果証明を登録します。 

■日本政府が有効なワクチン接種証明書と認める条件（厚生労働省）：  

Visit Japan Web 

https://www.hco.mhlw.go.jp/
https://vjw-lp.digital.go.jp/
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00209.html
https://www.mhlw.go.jp/content/000825073.pdf
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https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/border_vaccine.html  

■日本政府が有効な検査結果証明書と認める条件（厚生労働省）：  

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00248.html  

※有効なワクチン接種証明書又は検査証明書のいずれも提示できない方は、検疫法に基づき、原則として日本への

上陸が認められず、また、出発国において航空機への搭乗を拒否されますのでご注意ください。 

※陰性の検査結果証明書が必要な場合、現地滞在中に検査を受けていただく時間を設けるか、自由行動中に当社に

て手配する現地 PCR 検査を受検いただきます。検査に関しての詳細は出発前または行程中にご案内いたしますが、

一部行程変更やツアー離団が必要になる場合があります。検査に関わる諸費用（検査費用（目安：26～270US ドル）、

送迎代、アシスタント代、証明書発行代等）はお客様負担となります。詳細は、今後の渡航条件に合わせて改めてお

知らせいたします。 

 

Ⅲ．ご旅行をお楽しみいただくため、必ずご確認ください                    

※ご旅行前/ご旅行中の体調確認について                                                                      

 Ⅰ 下記 ア) ～ オ) にあてはまる場合はご参加をご遠慮いただきます 

  ア)出発の前日から起算して 14 日以内に発熱・呼吸困難・倦怠感・嗅覚や味覚の異常などの症状がある場合 

  イ)出発の前日から起算して 14 日以内に政府により入国制限・入国後の観察期間が必要とされている国・地域 

へ渡航歴がある場合 

ウ)新型コロナウイルス感染の診断を受けた方と濃厚接触をされた疑いのある場合 

エ) 37.5℃以上の発熱が認められる場合 

オ)感染が疑われる症状（倦怠感、呼吸困難、嗅覚や味覚の異常）がある場合 

   Ⅱ ご旅行中に発熱や感染が疑われる症状が認められる場合は、それ以降のツアー参加の中止を要請いたします 

  Ⅲ ご旅行中は各機関・現地感染予防ガイドラインを遵守いただき、感染予防対策に積極的にご協力ください 

  Ⅳ 旅行終了後 5 日以内に新型コロナウイルス感染の診断を受けた場合、お申込みの販売店にご連絡ください 

※ 取消料は規定通り収受させていただきます 

 

≪参考≫ 関係省庁、政府観光局、利用航空会社からご搭乗のお客様へのご案内                                                                      

【航空会社】航空会社により異なります。ご搭乗される航空会社のホームページにてご確認ください。 

■日本航空 : https://www.jal.co.jp/jp/ja/inter/boarding/ 

デジタル証明書アプリ「VeriFLY」：日本発ベトナム行き路線はご利用いただけません。 

    VeriFLY：https://www.jal.co.jp/jp/ja/inter/verifly/ 

■全日空 : https://www.ana.co.jp/ja/jp/topics/coronavirus-travel-information/requests/  

■ベトナム航空： 

https://www.vietnamairlines.com/jp/ja/covid-19/chuan-bi-truoc-chuyen-bay/hanh-trinh-quoc-te 

■ベトジェットエア： 

https://www.vietjetair.com/en/pages/to-have-a-good-flight-1599448842652/travel-document-1607056468080 

【関係省庁】 

■外務省／海外安全ホームページ : https://www.anzen.mofa.go.jp/  

■外務省／各国・地域の入国制限措置・行動規制(外務省) :  

https://www.anzen.mofa.go.jp/covid19/pdfhistory_world.html 

■厚生労働省／水際対策に係わる措置： 

  https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00209.html 

■在ベトナム日本国大使館：https://www.vn.emb-japan.go.jp/itpr_ja/20200731nyuukoku.html 

■ベトナム観光文化省：https://vietnam.travel/things-to-do/information-travellers-novel-coronavirus-vietnam 

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/border_vaccine.html
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00248.html
https://www.jal.co.jp/jp/ja/inter/boarding/
https://www.jal.co.jp/jp/ja/inter/verifly/
https://www.ana.co.jp/ja/jp/topics/coronavirus-travel-information/requests/
https://www.vietnamairlines.com/jp/ja/covid-19/chuan-bi-truoc-chuyen-bay/hanh-trinh-quoc-te
https://www.vietjetair.com/en/pages/to-have-a-good-flight-1599448842652/travel-document-1607056468080
https://www.anzen.mofa.go.jp/
https://www.anzen.mofa.go.jp/covid19/pdfhistory_world.html
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00209.html
https://www.vn.emb-japan.go.jp/itpr_ja/20200731nyuukoku.html
https://vietnam.travel/things-to-do/information-travellers-novel-coronavirus-vietnam
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■JTB ベトナムの感染症対策：https://www.mybus-ap.com/campaign/1578 

https://www.mybus-ap.com/campaign/1578

