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ベルギー日本人会・ANA ブリュッセル支店
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安心してベルギー・日本を往来できるよう、
微力ながらお役に立てれば幸いです。

２０２１年　６月１８日　
２０２１年１１月１８日　更新　



＜重要＞この資料ご利用にあたっての注意事項

この資料に掲載されている情報は、（１）各国当局の情報ソースや
実際ご旅行された方の（２）体験談※をもとに作成しております。
（2021 11月18日現在）

入国・検疫手続きや国の隔離については、状況が刻々と変化してい
ます。（突然変更になることがあります。）

実際ご旅行される時点で必ず同じ状況をお約束できるものではない
ことをご理解ください。

その点に十分ご留意いただき、領事メール等を参考に最新情報の入
手にアンテナを張って、出発の準備にお役立ていただければ幸いで
す。

※事務局から募集した皆様の体験談から抽出しております。情報を提供してく
ださった皆様のご厚意に御礼申し上げます。引き続き「知っていたらよかっ
た」体験談の情報提供にご協力いただければ幸いです。
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【News】11月8日からの変更点

● ベルギーが、検疫所が確保する宿泊施設で３日間の待機を
求める国から削除されました。
→入国後、ホテルでの隔離なく、直ちに自宅など自主隔離
場所へ移動可能　

検疫所が確保する宿泊施設での待機の対象となる国・地域　★

● 受入責任者が事前に申請・行動管理に責任を持つことを前
提に、14 日間の自宅等待機期間内であっても入国後最短
４日目から特定行動については認められる。

水際対策強化に係る新たな措置（19）について　★

水際対策強化に係る新たな措置（19）実施要領　★

水際対策強化に係る新たな措置（１９）

https://www.mhlw.go.jp/content/000851894.pdf
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00318.html
https://www.mhlw.go.jp/content/000851831.pdf
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【News】１０月１日からの変更点

●自宅待機期間の変更 

ベルギーから入国・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日の待機期間中、１０日目以降に自主的に受けた検査の陰性結果を厚生
労働省に届け出ることにより残りの待機期間が短縮されます。

●入国後の施設待機について　→現在ベルギーから入国の方はホテル待機の必要はなし

ベルギーより入国・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、検疫所が確保する宿泊施設での３日間の待機及び３日目の検査は免除になります。

※同伴するお子様※１が、ワクチン未接種の場合、上記２点とも対象外となります。詳し
くは下記の資料、48－49ページをご参照ください。※１）全年齢のお子様。対象外なし。

参考：厚生労働省ホームページより　★

ワクチン接種証明書の「写し」の提出について
自宅等待機期間等の短縮について（ Q＆A） 
隔離期間短縮の届け出マニュアルはこちら →　緩和陰性証明の届出
有効なワクチン接種証明書についてはこちら →ワクチン接種証明書による待機期間の短縮等について

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00307.html
https://www.mhlw.go.jp/content/000849598.pdf
https://teachme.jp/111284/manuals/13344568/
https://www.mhlw.go.jp/content/000852721.pdf
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ベルギーから日本へ



日本入国に際してご用意いただくもの

１）PCR検査の陰性証明（重要！）

２）WEB質問票

３）誓約書の記入（機内でも配布あり）

４）必要なアプリのインストール

※　ワクチン接種証明書

　　（隔離期間短縮希望の方のみ）
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１）PCR検査の陰性証明について
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４月１９日より、日本政府による、入国の際の検疫措
置が厳格化されています。

少しでも規定から外れた陰性証明書の場合は、
飛行機に搭乗できない、日本到着後出発国へ送還、な
どが、実際に起きています。

必ず、規定を読み、入手した証明書は今一度、内容に
誤りや不足が無いか、お客様ご自身の目で確認してご
用意ください。
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＜注意！＞
検疫官の判断で

入国できないことも・・・

6月11日朝日新聞朝刊

● 日本の検疫官が不備と判断した場合、日本
人でも搭乗地への送還もしくは高価な警備
費用を自己負担のケースも。

● このようなケースを避けるため、航空会社
も証明書の有効性を念のため確認します。
不備を発見された場合は搭乗手続きができ
ません。



☑出国前72時間以内に採取した検査証明書（厳守！）

→検体採取から搭乗予定航空便の出発時刻が７２時間以内

→日本に向けて最後に（飛行機で）出国した地点から起算

→乗り継ぎの場合は第一区間の出発時間から７２時間以内

☑厚生労働省指定のフォーマット★使用を強く推奨

　→チェックインや、入国手続がスムーズです

☑指定フォーマット以外の場合は、必ずすべての
　項目が記載されているか確認

10出典：　厚生労働省　検査証明書の提示について 　★

PCRテスト陰性証明について

https://www.mhlw.go.jp/content/000799426.pdf
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00248.html
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指定外フォームの例/ザベンテム空港

☑　ザべンテム空港のPCR
     センターの証明書は有効

☑　例のようにマーカーで
     必要な情報をフォーカス

☑　印刷して用意

☑　「国籍・性別・検査証明　
　  交付年月日」の３項目
　  は手書きで追記を！
    交付年月日は送付日付

☑　パスポート番号の代わりにID番　　
号の記載でも問題なし

☑　英語のフォームであること

    ※翻訳があれば有効。詳しくは

　　　　こちらのQ&A13★をご参照ください。

     　　　　　　　　　
12出典：ベルギー日本大使館領事メール　４月２９日　配信 ★

https://www.mhlw.go.jp/content/000825073.pdf


陰性証明書の不備例

✖　採取検体、採取方法の記載が指定以外のもの
✖　二つのサンプルを混合して採取している
　　　（一部(鼻咽頭ぬぐい＆咽頭ぬぐい）可能になりました。15ページ参照）

✖　病院やセンターのフォーマットが英語以外の言語のもの
　　（→翻訳を用意して判別できるようにする必要あり。13ページ参照）

✖　病院や医師のサイン、スタンプが無い
✖　検査時間（検体採取時間）が出国７２時間以内を過ぎている
✖　指定フォームの、☑項目にチェックが入っていない。
✖　フォームは英語でも、採取検体、方法が他の言語

【参考】有効な「出国前検査証明」フォーマット　　本邦渡航予定者用Q＆A　★
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【小さいお子様の陰性証明について】
本邦渡航予定者用Q＆Aより抜粋：
10 子供も検査証明書が必要となりますか。→子供も検査証明書を取得するようにお願いしています。
ただし、多数の国において、当該国の制度として未就学の子供には検査を実施して
いないことも勘案し、検疫においては、個別の事情をお伺いした上で、同居する親等
の監護者に帯同して入国する未就学（概ね６歳未満）の子供であって、当該監護者が
陰性の検査証明書を所持している場合には、子供が検査証明書を所持していなくても
よいものと取り扱うこととしています。
============================================================================================================

→ANAブリュッセル支店では、基本的に乳幼児も含め、事前のPCR検査は全員受けていただくようにご案内しています。ただ
当日乳幼児が陰性証明を持たずにチェックインされた場合は、他のご家族全員が有効な陰性証明を持参していれば、搭乗し
ていただいたケースもあります。当日カウンターでの判断とさせていただいております。最終的には、日本到着時の検疫の
判断となります。

https://www.mofa.go.jp/mofaj/ca/fna/page25_001994.html
https://www.mofa.go.jp/mofaj/files/100228637.pdf
https://www.mofa.go.jp/mofaj/files/100228637.pdf


有効な検体、検査方法、検査時間

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

【参考】厚生労働省　検査証明書の提示について★
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チェックは一
つだけ！

チェックは一
つだけ！

※一文字違っているだけでも無効になっている例があります。証明書をご自身でよくお確かめください

７月１日改訂

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


PCR 検査情報

●ルブラン・メディカル・デンタル・クリニック
（一般医、日本語可）
Avenue Paul Hymans, 127 bte5, 1200 
Woluwe-Saint-Lanbert
+32 (0)2 772 6663
http://www.lmc-leblanc.com/home

●イヴ・ルシアン医師（一般医）

Rue Notre-Dame 74, 1200 Woluwe-Saint-Lambert
+32 (0)2 770 44 47

出典：ベルギー日本大使館領事メール　４月１９日配信★

ブリュッセル（Zaventem)空港　Covid Test Center

●オンラインで予約★
Covid-19 Test Centre

●結果判明まで２４時間程度

●emailで結果を受け取り、印刷する。
必要な情報部分をマーカーなどでしるしをつける
となお良い。

●パスポート名と陰性証明の名前が原則同じであ
る必要があり。申し込みの際、特にお子様は注
意。（事情により違う場合は、利用航空会社、関
係部署に確認することをお勧めします）

●スタンダード検査：６７ユーロ

●証明書：13ページ参照

テストセンターが発行する
証明書自体が有効

政府指定フォームによる発行実績あり
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※無償のPCR検査の申請については以下の領事メールをご参
照ください。→現在(OCT21)無償のPCRサービスは終了。
領事メール７月７日配信★

http://www.lmc-leblanc.com/home
https://www.brusselsairport.be/en/passengers/the-impact-of-the-coronavirus/covid-19-test-centre-at-brussels-airport
https://www.be.emb-japan.go.jp/itpr_ja/consular_merumaga_210707.html


２）WEB質問票について

質問票WEBより回答し、搭乗者全員のQRコードの登録が必要です。

QRコードは スクリーンショットまたは印刷し、チェックイン時、日本
到着時に提示しますので事前に登録をお願いします。

厚生労働省　WEB質問票リンク★

https://arqs-qa.followup.mhlw.go.jp/#/
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🛫体験者のレポートより🛫
 
● （質問票内に日本の電話番号を記入する欄がありますが）日本で連絡がつく家族・

知人の電話番号を書けば問題ない。

https://arqs-qa.followup.mhlw.go.jp/#/


３）誓約書の提出について

検査証明書提出と同時に誓約書の提出も必要です。

家族全員、一人ずつ提出する必要があります。

誓約書リンク★：https://www.mhlw.go.jp/content/000836303.pdf

誓約書の５つの
ポイント

①他人との接触を控える。（入国から１４日間）
②メールを活用して健康状態の報告をする。（入国から１４日間）
③位置情報アプリ、接触確認アプリを利用する。 （入国から１４日間）
④保健所などにおける指示があった場合はそれに従う。
⑤感染防止に努める。

※機内でも配布しています！（ANA)
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 🛫体験者のレポートより🛫

● （誓約書内に日本の電話番号を記入する欄がありますが）日本で連絡がつく家族・
知人の電話番号で問題ない。電話レンタルは無駄な出費

https://www.mhlw.go.jp/content/000836303.pdf


4）必要なアプリのインストール

アプリのインストールに関する説明★
https://www.hco.mhlw.go.jp/manual/pdf-jp/summary.
pdf

● 入国時までに左記のアプリをインストール。
入国時に確認されます。（１３歳以上対象、成田
検疫所にて確認）

● スマートフォンを持っていない場合、もしくは、
これらのアプリインストールをできない場合に　
は、到着空港で、レンタルする必要がある。

● 到着後はやることが多いので、対応機種かどうか
の確認のためにも、出発前にアプリをダウンロー
ドすることが望ましい。

！位置情報などの報告を怠った場合は、氏名や

感　染拡大防止に資する情報が公表されることが
ある。

健康状態の報告
　　自治体の保健所などから、メール、電話で
　　健康状態確認の連絡が毎日来る。
　　！詐欺に注意
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https://www.hco.mhlw.go.jp/manual/pdf-jp/summary.pdf
https://www.hco.mhlw.go.jp/manual/pdf-jp/summary.pdf
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有効なワクチン接種証明書について

厚生労働省　ワクチン接種証明書について★より抜粋
【補足】

● ベルギーは①の「別表にある
国」に指定されています。
別表はこちら★

● 現在は、③のワクチンのみが有
効です。記載以外のワクチンを
接種されている方はご注意くだ
さい。

● お子様の証明書の苗字が、使用
するパスポートと違う場合は、
証明書と同じ苗字の身分証明書
（IDカードなど）も提示できれ
ば問題ない（検疫に確認済み）

● 原本のコピーなど印刷したもの
を提出する必要あり。
EU Digital Covid Certificate
のダウンロードは次ページ参照

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00307.html
https://www.mhlw.go.jp/content/000852721.pdf
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有効なワクチン接種証明書について

①　My Health★にアクセス

②　My EU Digital COVID 　　　
Certificate / COVID 　　　
Safe Ticketをクリック

③　ログイン

④　右の証明書が出てくるの　　
で印刷して持参

EU Digital COVID Certificate
のダウンロード方法

※お客様の体験談より
やむを得ずプリントアウトできない場合で
も、検疫で指定されたメールアドレスにスク
ショを送ることで問題なかった。

https://www.masante.belgique.be/#/


ご出発準備　体験者のレポートより

● （５月２２日　成田着）日本入国時の陰性証明は、２日前にブリュッセル空港で
受けました。websiteで予約すると非常にスムーズでした。予約時にパスポート
番号をいれるべきところIDを入れてしまいましたが、チェックインの際に手書き
で書いたらOKでしたが、予約の際、注意されるといいと思います。

● 出国の際は、パスポートと共にIDを出すのを忘れたので、いろいろと聞かれまし
た。必ず、一緒にIDカードを出すことが重要です。

● 成田空港検疫所に確認したところ、１３歳以上のお子様は、携帯にアプリを入れ
るようにとの回答でした。運用に幅があるかもしれませんが、準備の参考にして
ください。参考　スマートフォンの携行、必要なアプリの登録・利用について★

● アプリは出発前にできるところまでダウンロードしておくのが良いでしょう。参
考　日本渡航必須アプリについて（動画）★

● 日本での不要な混乱を避けるため厚生労働省のフォーム使用がベスト（不備のた
めに強制送還された方もいらっしゃったとか）

● 携帯のチャージは手荷物に入れておきましょう。
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https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00250.html
https://www.youtube.com/watch?v=r4c0TYBkjvs


乗り継ぎ便ご利用のお客様

【ブリュッセル→フランクフルト経由→羽田/羽田→フランクフルト経由→ブリュッセル】

● ドイツ入国７２時間以内のPCR陰性証明、ワクチン接種証明書、回復証明書のいずれかが必要。
● 空港内・ドイツ発着便機内ではサージカルマスク、N95/KN95マスク、FFP2マスクの着用義務 
● 現在、フランフルトでの入国・出国審査が混みあっているという情報が入っております。乗り継

ぎ時間には余裕をもってフライトをご予約ください。
 

【参考】在独日本大使館
https://www.de.emb-japan.go.jp/itpr_ja/konsular_coronavirus200313-1.html#noritsugiryuiten　★

【ブリュッセル→（陸路）パリ→羽田/羽田→パリ→（陸路）ブリュッセル】

● 出発７２時間以内のPCRもしくは抗原検査の陰性証明かワクチン接種証明書、回復証明のいずれか
が必要

● 誓約書 (déclaration sur l'honneur)

【考】在仏日本大使館
https://www.fr.emb-japan.go.jp/itpr_ja/oshukarafrancenyukoku202101.html　★
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（11月18日現在）　ご利用前に在外日本大使館のホームページなどで最新情報をご確認ください。

https://www.de.emb-japan.go.jp/itpr_ja/konsular_coronavirus200313-1.html#noritsugiryuiten
https://www.fr.emb-japan.go.jp/itpr_ja/oshukarafrancenyukoku202101.html


ご到着時の流れ
機内で配られるもの　●誓約書　●健康カード
　　　　　　　　　　●検疫法に基づく質問書　●税関申告書
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降機後、

＊PCR陰性証明の確認
＊QRコードの確認
＊誓約書の確認

PCR検査

摂取ブースで
唾液を容器に
摂取
※乳幼児含め
全員

誓約書で登録した自宅、宿泊
施設などの待機場所で、入国
日翌日より１４日間待機。

移動は公共交通機関を使用し
ない

陽性の場
合は、
医療機関
で隔離

所定アプリの
ダウンロード

動作確認

全書類の最
終確認

PCR検査結果
受け取り

入国審査、荷
物受け取り、
税関検査

※夏のピーク時は、５－６時間かかっていることも。。現在は２時間程度。（空港、時間帯による）



ご到着時の留意点　体験者のレポートより

● 到着後は一度に多くのことを説明されるので事前にある程度予習し、また揃えられる書類や
アプリのインストールはしておくことをお勧めします。

● アプリのダウンロード、質問表の入力、宣誓書、すべて検疫でチェックされますので、絶対
にベルギーで済ませていくことと、陰性証明を含め、印刷で用意しておくと楽です。何度も
見せる必要があります。

● 羽田ではPCR検査で（１）長距離を歩き（２）何枚もの書類を渡されるため、（１）できる
だけ移動の負担が少ない工夫と　（２）簡単に書類を出し入れできるファイル利用がおすす
め。

● （空港内を）相当歩きますので、歩きやすい靴があると便利です。

● 小さいお子様連れで普段はベビーカーを利用しない場合も不安の方は持参した方が移動が楽
です。

● 空港到着後トイレに行ける場所に到着するまで時間がかかる場合があります。降機前にトイ
レを済ませるとよいと思います。

● 到着時の検査は、唾液を採取する方法です。降機直前の飲食はしない方が良いです。（異物
混入の可能性を避けるため）水分は取っておかないと、唾液が出にくいです。
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　ご到着時　体験者の最新レポートより
　　　　　　　　　　　　　　　　（１０月分）

（OS直行便）成田空港到着

NRT到着10月9日早朝by OS51
当時の空港はベトナムからとウィーンからの到着便。全体的に閑散としておりました。

まずは徒歩で廊下に並べてあるパイプ椅子まで移動。全ての椅子は埋まることはなく着席
そこで係員が回って持っている書類のチェックを行いました。
事前に誓約書・ワクチン接種証明のプリントアウト・陰性証明のプリントアウトを準備しておりましたが、最後に
こちらの用紙の記入が済んでいるかを聞かれて、ない旨を伝えるとその場で記入させてくれました。（この用紙を持ってきていない人が多
数いました）
その上で係員の方がクリップで書類を順番通り？にひとまとめにしてくれました。その後前半グループが書類検査へ。しばらく待って私の
番が来たので、書類検査ブースに行き、書類検査を終えました。検査自体は5分程度でした。

その後コロナの検査（例の唾液をとるやつ）梅干しレモンの画像がタブレットからになってました。
その後アプリのチェックとスマホの設定。さらに移動して今度はアプリの使い方の説明。

その後もう一度移動してカウンターで最終確認。
オンライン質問後のQRコードもこのタイミングでスキャンされたように記憶しております。
そして、座席番号が付与されたのち、案内に従ってテスト結果待ちの座席へ移動。
番号が呼ばれるまで多分その場で30分くらいでしょうか。呼ばれたら小さいデスクに移動して（ゲート38と言われたと思います）陰性証明
をもらえました。
あとは、基本自由の身で入国後荷物のP/U通関して外界に出ました。
その後はワイファイを取りに行ったり宅急便を送ったりしたのですが、誰かが私たちをウォッチしていることは皆無でした。
ちなみに`上記の陰性証明は誰もチェックしませんでした。
外界に出るまでの所要時間は２時間半程度でした。空いていてもこの位はかかるのですね。
位置確認などは到着当日はなかったですが、翌日以降リクエストに応じてタップするだけの現在地報告が2回（いつも昼頃と夕方でしょう
か）、顔も写す30秒間の位置確認が午前遅くから午後にかけて一回きております。

入国作業時に係員に食料などの買い物の可否を聞いたのですが「それは当然必要ですから、OK」と回答をいただいております。
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空港からの移動手段

空港から自宅までの交通手段（自家用車、レンタカー等）をご自身で確保する必要あり。
（誓約書にも要記入）電車、バス、タクシー、航空機（国内線）、旅客船などの公共交通機
関を使用しないよう、厚生労働省より強く要請されています。

厚生労働省　関連ページ　

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00249.html★
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●厚生労働省　ハイヤー会社、ハイヤー手配可能な旅行会社のリスト★

●成田空港　入国者用交通アクセスページ★
（スカイライナー、都内ホテル行きリムジンバスなど）

●羽田空港　検疫周回バス★

空港周辺～蒲田、川崎、品川駅周辺までに限り、検疫所が周回バスを運行しています。（川崎方面：
毎正時、品川駅方面：毎時30分　1月現在） 
最新情報は待機中に検疫所係員にご確認下さい。

●セントレア　海外渡航者向けサービス★

●関西空港　海外からご到着されたお客様へのお願い★

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00249.html
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00249.html
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/newpage_00020.html
https://www.narita-airport.jp/jp/news/corona_publictransport
https://www.forth.go.jp/keneki/tokyo/access/201028-01.pdf
https://www.centrair.jp/covid-19/international-passenger.html
https://www.kansai-airport.or.jp/sites/default/files/2021-03/%E6%B5%B7%E5%A4%96%E3%81%8B%E3%82%89%E3%81%94%E5%88%B0%E7%9D%80%E3%81%95%E3%82%8C%E3%81%9F%E6%96%B9%E3%81%AE%E5%85%AC%E5%85%B1%E4%BA%A4%E9%80%9A%E6%A9%9F%E9%96%A2%E3%81%AE%E5%88%A9%E7%94%A8%E3%81%AB%E3%81%A4%E3%81%84%E3%81%A6.pdf


陰性確認次第　検疫明け

自主隔離期間について

（全隔離期間： 到着した次の日から計14日間）

健康居所確認アプリ、MY SOSによる

１. 待機場所登録（待機場所が変わるごとに登録）

２. 1日1回健康状態の報告

３. 現在地報告（通知に応じて一日数回）

４. AIビデオ自動通話（毎日）

５． ビデオ通話（毎日～数日に一回）

　　

事前に申告いただいたご自宅、ご自身で確保したホテル等にて待機していただきます。

待機期間中は、自宅・ホテル等の待機場所からの外出や、公共交通機関

（電車、バス、タクシー、国内線の飛行機、旅客船など）は使用しないでください。
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到
着
日

1  
日
目

自己
手配
検査

14
日
目

検
疫
明
け

自主隔離（ご自分で手配したホテル、ご自宅にて）

ベルギーから入国・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日の待機期間中、１０
日目以降に自主的に受けた検査の陰性結果
を厚生労働省に届け出ることにより残りの
待機期間が短縮されます。詳しくは6ページ
のリンク先参照。

１０月１日からの変更点

ワクチン接種証明書を所持する場合：自主隔離

10
日
目
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待機期間短縮までの流れ

認められる検査実施機
関は、こちら★から。
PCR検査、抗原定量検
査のみ。

検査へは公共
交通機関以外
で移動。

詳しくはこちら→ワクチン接種証明書による待機期間の短縮等について ★

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/covid19-jihikensa_00001.html
https://www.mhlw.go.jp/content/000852721.pdf


待機短縮のための陰性証明の届け出について
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陰性証明の届け出はMy SOSから。マニュアルはこちら★から。

９日目にこのようなお
知らせがMySosで届き
ます。

検査して夕方陰性通知。早速メールを転送報告したら1時間くらいでOKが来ました
１０月９日日本到着

帰国後、検疫自宅待機期間の緩和の為PCR検査あるいは抗原定量検査は、検査機関によっては数日前から（5日前など）予
約が可能な為、可能になったら早めに予約をしておいた方が良い。
緩和の通知が「My SOS」アプリから9日目に来るが、それから予約したのでは翌日に検査出来ない可能性がある。

１０月１８日のコメント

体験者のレポートより

ワクチン証明のない
お子様連れの方
ご注意下さい！！

https://teachme.jp/111284/manuals/13344568/


● 自主隔離期間　体験者のレポートより

● 滞在中４日目から14日目までの、状況確認のための午前8時の報告、午前11時の連絡、
抜き打ちの連絡（ビデオ通話・全く来ない人もいる）が入る。【補足】時間帯は人に
よりさまざま。

● 日本の携帯電話番号は実際には不要であり、すぐ連絡がとれる家族・知人の電話番号
を書けば問題なかった。別途携帯電話をレンタルは費用のムダと感じた。

● （５月２２日　成田着）４日目からは、アプリを使って毎日電話がかかってきます。
カメラをオンにして背景を移すようにと言われますが、部屋にいたり、外を散歩した
り、ホテルのレストランの前のときもありましたが、ONにさえすれば、背景によりだ
めと言われることはないようです。【補足】現在は到着翌日からアプリを通して連絡
があるようです。

● ご危篤やご葬儀出席の場合、特例としてホテルでの隔離を免除してくれたお客様の
ケースもありました。検疫官の判断になりますが、ご相談してみる価値はあるかもし
れません。

● 散歩中など現在地報告がやむを得ずできない場合は、仕方ないので気にしなくてよ
い、と検疫で言われました。
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各空港検疫お問い合わせ先
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●成田空港検疫所　
　☎　+81 476-34-2310　成田空港検疫所
　

●東京空港検疫所支所（羽田）
　☎　+81 3-6847-9312　東京検疫所

●関西空港検疫所支所
　☎　+81 72-455-1283　関西空港検疫所

●中部空港検疫所支所
　☎　+81 569-38-8192
　　名古屋検疫所 | 中部国際空港における新型コロナ検疫について

　

※すぐつながりました！
まずは相談してみましょう。

https://www.forth.go.jp/keneki/narita/
https://www.forth.go.jp/keneki/tokyo/
https://www.forth.go.jp/keneki/kanku/
https://www.forth.go.jp/keneki/nagoya/2021-02-chubu-corona-quarantine.html
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日本からベルギーへ



ベルギー在住者が入国に際して
ご用意していただくもの

① IDカード（ベルギー在住を証明するため、有効期限をご確認ください！)

② PLF (Public Health Passenger Locator Forｍ）

参考：在日ベルギー大使館　日本からベルギーへの渡航について★
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(注）直行便以外でベルギー渡航の場合は、出発地点、乗り継ぎ国、乗り継ぎ航空会社が陰性証明の提示
を求めるケースが散見されます。（状況変化が激しいので周知が行き届かないことも想定されます。）

● 中継地点のルールを事前に確認すること（例：スライド P.22)
● 日本からベルギーへの渡航の場合は陰性証明は不要との説明を立証できるよう準備すること

例：（日本語）領事メールのコピー、（英語）在日ベルギー大使館HP案内のコピー

・・・等でトラブルを未然に回避するようお勧めします。

出典：ベルギー日本大使館領事メール　6月14日　配信　★

https://japan.diplomatie.belgium.be/sites/default/files/content/Consular/Visa/20211116_latest_covid19_measures.pdf


チェックイン時に確認する書類（ANA)
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成田ーブリュッセル直行便利用時

①ベルギー(または、EU/シェンゲン加盟国）の居住を証明するもの
②PLF完了時のQRコード
非居住者は、①の代わりに、有効なワクチン接種証明書、もしくは有効なビザなどが必要。詳しく
は、在日ベルギー大使館の関連ページ ★をご参照ください。

羽田（ANA便）フランクフルト経由（ LH/SN便）ーブリュッセル利用時

①次のいずれかの書類　 -COVID-19 陰性証明書　 -ワクチン接種証明書　 -回復証明書
②ベルギーへの入国に必要な書類。　上記参照。
ドイツで有効な①の証明書については、 在ドイツ日本大使館ホームページ ★をご参照ください。

https://japan.diplomatie.belgium.be/sites/default/files/content/Consular/Visa/20211005_latest_covid19_measures.pdf
https://www.de.emb-japan.go.jp/itpr_ja/konsular_coronavirus200313-1.html#noritsugiryuiten


ベルギーに帰国の際、出発前（６か月前から可能）にWEBにて
事前に“Public Health Passenger Locator Form（PLF）” を
記入。

QR code の取得

ベルギー到着時、入国審査官への提示が必須

※電子申請のみ。紙での申請は不可。

※到着後48時間は、PLF申告済みである旨の証明ができるよう、QRコードのス
クリーンショットでの保存や、PLF コピー等を所持をお願いします。

・Public Health Passenger Locator Form（PLF）参考
⇒　https://travel.info-coronavirus.be/public-health-passenger-locator-form★

※PLFの申請を拒否される場合、ご搭乗いただけません。

※12歳未満の方は、保護者のPLF内の同伴者欄に名前を入力し、申請することも可能。 35

PLFについて

https://travel.info-coronavirus.be/public-health-passenger-locator-form


日本は現在、Red Zone かつ、ホワイトリスト国に該当しないため、到着後１０日間の自主隔離が必要  
（※Colour codes by country / EU: White list countries）★

【到着後のPCR検査】
入国日当日、もしくは２日目、７日目それぞれにPCR検査を実施。
７日目のPCR検査が陰性の場合、隔離措置が短縮となる可能性あり。

※ワクチン接種証明書保持者の場合
入国日当日、もしくは２日目にPCR検査を実施。検査結果が陰性であった場合、隔離措置が短縮となる。
ただし、陰性でも７日目にPCR検査を再度実施。

注）１２歳未満は到着後のPCR検査対象外。

到着後、PCR検査用のコードが携帯に送付される
そのコードを使用して検査を予約。テストセンター、予約方法はこちら→　COVID19 Testing　
※ブリュッセル空港でも検査が可能
送付されてこない場合の問合せ先：info-coronavirus Contact★ 　参考：What to do when you arrive in Belgium★
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体験者のレポートより　10月初旬のベルギー入国について
ID所持者一名とDビザ所持者二名での入国。Dビザ所持者のうち一名は12歳以下。
入管時は、IDもしくはDビザ付きパスポートとPLFの提示で通過した。ワクチン接種証明は求められなかった。
ANA成田からの便で到着した日の16時にPCR検査が必要である旨記載されたテキストメッセージを受け取った。
16時10分くらいにPCR検査で必要になる予約コードが記載されたテキストも受け取る。ここで初めてPCRテスト予約が可能になった。
到着後3時間程度空港に滞在すればその日に空港でのPCRテストは可能と思われる。私はそれを知らずに帰宅したため、
次の日に再度空港へ赴いた。
検査結果はテスト日の翌日にメールで通知された。迷惑メールフォルダに入っていたため見逃してしまい、

確認までに時間がかかってしまった。迷惑メールフォルダの確認はお薦めしたい。　　　　　　　　　　　　　　　　１０月１５日のコメント

ベルギー到着後の検疫措置について (ベルギー在住者の場合）

ホワイト国のリストは、２週
間ごとに更新があります。渡
航前にご確認ください。

https://www.info-coronavirus.be/en/colour-codes-by-country/
https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/coronavirus-response/travel-during-coronavirus-pandemic_en#travel-from-non-eu-countries-to-the-eu
https://www.info-coronavirus.be/en/testing/#where
https://www.info-coronavirus.be/en/contact/
https://www.info-coronavirus.be/en/travels/
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ベルギー居住者 PLF・（ベルギーのID：居住を証明するため）

ベルギー非居住者 PLF・次のいずれか：ワクチン接種証明書・Covid19陰性証明書

ベルギー居住者 到着後、10 日間の自主隔離が必要。
・入国日当日もしくは 2 日目、7 日目それぞれにPCR検査を実施。
7日目の PCR 検査が陰性であった場合、隔離措置が短縮となる可能性あり。
・ワクチン接種証明書を所持している場合、入国日当日もしくは 2 日目に
PCR 検査を 実施。
検査結果が陰性であった場合、隔離措置が解除となる。ただし陰性でも７日
目に再度検査を実施。

ベルギー非居住者 到着後、10 日間の自主隔離が必要。
・入国当日、7日目それぞれに PCR検 査を実施。
7日目のPCR 検査が陰性 であった場合、隔離措置が短縮となる可能性あり。
・以下いずれかを所持している場合は、入国当日もしくは 2 日目 PCR 検査
を実施。検査結果が陰性であった場合、隔離措置が短縮となる。ただし陰性
でも７日目に再度検査を実施。
 -ワクチン接種証明書 -回復証明書

必要書類

検疫措置

Red Zone （EU域外）かつホワイト国に該当しない国・地域から入国の場合：
(日本の場合)

ベルギー入国時の情報はこちらから：What to do when you arrive in Belgium★

https://www.info-coronavirus.be/en/travels/


情報ソース・便利情報　等（URLリンクあり）

P5 検疫所が確保する宿泊施設での待機の対象となる国・地域 水際対策強化に係る新たな措置（19）について
水際対策強化に係る新たな措置（19）実施要領

P6 ワクチン接種証明書の「写し」の提出について 緩和陰性証明の届出

自宅等待機期間等の短縮について（Q＆A） 　ワクチン接種証明書による待機期間の短縮等について

P6 別表・有効なワクチン証明書発行国　My Health
P11 厚生労働省　検査証明書の提示について 厚生労働省　指定フォーマット
P13 領事メール　ブリュッセル空港におけるPCR検査センター発行の検査証明書を用いた日本入国について

検査証明書についてQ&A
P14 有効な「出国前検査証明」フォーマット　　本邦渡航予定者用Q＆A
P15 検査証明書の提出について
P16 Brussels 空港PCRセンターオンライン予約 

領事メール７月７日配信　新型コロナウィルス証明書の申請方法など
日本帰国時のPCR検査：厚生労働省所定フォーマット利用の勧奨 

P17 厚生労働省　WEB質問票リンク 
P18  誓約書リンク 
P19 隔離期間用のアプリのインストールに関する説明  
P20 別表・有効なワクチン証明書発行国　My Health
P22 スマートフォンの携行、必要なアプリの登録・利用について 日本渡航必須アプリについて（動画）
P23 　 在独日本大使館   在仏日本大使館 
P26 ワクチン接種証明書による待機期間の短縮について　　　関西空港検疫所　Q＆A
P27 厚生労働省　検疫所が確保する宿泊施設での待機・誓約書の提出について 

P27 厚生労働省　ハイヤー会社、ハイヤー手配可能な旅行会社のリスト　成田空港　入国者用交通アクセスページ  

P27 羽田空港　検疫周回バス　セントレア　海外渡航者向けサービス　関西空港　海外からご到着されたお客様へのお願い

P29 自費検査を提供する検査機関一覧

P31 成田空港検疫所   東京検疫所    関西空港検疫所  名古屋検疫所 | 中部国際空港における新型コロナ検疫について
P33 在日ベルギー大使館　日本からベルギーへの渡航について
P34 在日ベルギー大使館の関連ページ 在ドイツ日本大使館ホームページ
P35 PLF フォーム　Public Health Passenger Locator Form 
P36 ベルギー帰国時、ブリュッセル空港PCRテストセンター 　What to do when you arrive in Belgium
P36 Colour codes by country EU: White list countries　COVID19 Testing

【参考】 ■■領事メールのバックナンバーはこちらから■■ ANAホームページ　 日本・海外出入国ページ

在ベルギー日本大使館　コロナ関連ページ 空港検疫3日隔離体験（動画) 
隔離期間中の日本国内の連絡電話番号について（動画）→実際に成田・関西空港検疫所に問い合わせ有り
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https://www.mhlw.go.jp/content/000851894.pdf
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00318.html
https://www.mhlw.go.jp/content/000851831.pdf
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00307.html
https://teachme.jp/111284/manuals/13344568/
https://www.mhlw.go.jp/content/000849598.pdf
https://www.mhlw.go.jp/content/000852721.pdf
https://www.mhlw.go.jp/content/000847213.pdf
https://www.masante.belgique.be/#/
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00248.html
https://www.mhlw.go.jp/content/000799426.pdf
https://www.be.emb-japan.go.jp/itpr_ja/consular_merumaga_210429_2.html
https://www.mhlw.go.jp/content/000825073.pdf
https://www.mofa.go.jp/mofaj/ca/fna/page25_001994.html
https://www.mofa.go.jp/mofaj/files/100228637.pdf
https://www.mofa.go.jp/mofaj/files/100228637.pdf
https://www.brusselsairport.be/en/passengers/the-impact-of-the-coronavirus/covid-19-test-centre-at-brussels-airport
https://www.be.emb-japan.go.jp/itpr_ja/consular_merumaga_210707.html
https://www.be.emb-japan.go.jp/itpr_ja/consular_merumaga_210419_00002.html
https://arqs-qa.followup.mhlw.go.jp/#/
https://www.mhlw.go.jp/content/000836303.pdf
https://www.mhlw.go.jp/content/000806869.pdf
https://www.mhlw.go.jp/content/000852721.pdf
https://www.masante.belgique.be/#/
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00250.html
https://youtu.be/r4c0TYBkjvs
https://www.de.emb-japan.go.jp/itpr_ja/konsular_coronavirus200313-1.html#noritsugiryuiten
https://www.fr.emb-japan.go.jp/itpr_ja/oshukarafrancenyukoku202101.html
https://www.mhlw.go.jp/content/000847216.pdf
https://www.forth.go.jp/keneki/kanku/taikishisetsuq&a.pdf
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00249.html
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/newpage_00020.html
https://www.narita-airport.jp/jp/news/corona_publictransport
https://www.forth.go.jp/keneki/tokyo/access/201028-01.pdf
https://www.centrair.jp/covid-19/international-passenger.html
https://www.kansai-airport.or.jp/sites/default/files/2021-03/%E6%B5%B7%E5%A4%96%E3%81%8B%E3%82%89%E3%81%94%E5%88%B0%E7%9D%80%E3%81%95%E3%82%8C%E3%81%9F%E6%96%B9%E3%81%AE%E5%85%AC%E5%85%B1%E4%BA%A4%E9%80%9A%E6%A9%9F%E9%96%A2%E3%81%AE%E5%88%A9%E7%94%A8%E3%81%AB%E3%81%A4%E3%81%84%E3%81%A6.pdf
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/covid19-jihikensa_00001.html
https://www.forth.go.jp/keneki/narita/
https://www.forth.go.jp/keneki/tokyo/
https://www.forth.go.jp/keneki/kanku/
https://www.forth.go.jp/keneki/nagoya/2021-02-chubu-corona-quarantine.html
https://japan.diplomatie.belgium.be/sites/default/files/content/Consular/Visa/20211116_latest_covid19_measures.pdf
https://japan.diplomatie.belgium.be/sites/default/files/content/Consular/Visa/20211005_latest_covid19_measures.pdf
https://www.de.emb-japan.go.jp/itpr_ja/konsular_coronavirus200313-1.html#noritsugiryuiten
https://travel.info-coronavirus.be/public-health-passenger-locator-form
https://www.brusselsairport.be/en/passengers/the-impact-of-the-coronavirus/covid-19-test-centre-at-brussels-airport
https://www.info-coronavirus.be/en/travels/
https://www.info-coronavirus.be/en/colour-codes-by-country/
https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/coronavirus-response/travel-during-coronavirus-pandemic_en#travel-from-non-eu-countries-to-the-eu
https://www.info-coronavirus.be/en/testing/#where
https://www.be.emb-japan.go.jp/itpr_ja/consular_merumaga.html
https://www.ana.co.jp/ja/jp/topics/coronavirus-travel-information/immigration/
https://www.be.emb-japan.go.jp/itpr_ja/consular_covid-19.html
https://youtu.be/31TNktlaDk0
https://youtu.be/RzHuSGCSeVo
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引き続き、皆様の体験談をお待ちしております。

日本へ渡航済みの方、
下記フォームまで情報をお願いいたします。

日本へご旅行された方へ　情報提供のお願い

また、本日のセミナーに関するアンケートにご協力ください。
アンケート（Google form）
アンケート（forms office)

ご参加ありがとうございました。

https://forms.gle/2sj2riGS3HZ7qpXJ9
https://forms.gle/MgvEVHNdXWfEwhrF7
https://forms.office.com/r/NL2Syuz0c0

