
日本帰国のご準備について

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。

２０２２年７月１１日（第８版）　　



＜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。（2022年 7月現在）

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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日本への入国について
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日本国籍 
再入国資格を有する外国籍 

　　　PCR陰性証明書 

あり  なし 

外国籍 

ビジネス、留学など  観光(団体)  

PCR陰性証明書 
未申請 

〇 入国可 
（再入国） 

✕ 入国不可 

受入責任者からERFS申請 
(入国者健康管理システム) 

#WeAreJapan

〇 入国可 
（再入国） 

✕ 入国不可 

VISA取得

日本人配偶者家族 

なし あり 

日本の入国について
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日本到着時のPCR検査なし

待機なし

#WeAreJapan

ワクチン接種の 

有無にかかわらず 

カテゴリー

青

ベルギーから日本の入国について

注：
出国前検査は
必要です！

６月１日より変更
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ベルギーから日本へ



8

日本入国に際してご用意いただくもの



日本入国に際してご準備いただくもの

１）PCR検査の陰性証明書（重要！）

２）WEB質問票の記入

３）誓約書の記入
　（入国前に滞在した国、地域に応じて必要）

※　ワクチン接種証明書の提出（任意）

9

ファストトラックを利用して、出発前に手続を完了しましょう

https://www.hco.mhlw.go.jp/fasttrack/
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ファストトラックについて

ファストトラック　ホームページ★

事前に準備、登録できるもの

● My SOSアプリのインストール
● 質問票
● 誓約書
● ワクチン接種証明書（任意）
● 出国前72時間以内の検査証明書

・途中保存できるので一度に完了しなくてもOK
・混みあうので陰性証明前までは早めに登録
・事前に書類の有効性が確認できるので安心！
・証明書はスクリーンショットからアップロード
　できます！
・チェックインは画面の提示のみで完了。

https://www.hco.mhlw.go.jp/fasttrack/
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#WeAreJapan

 

Step1 : MySOS アプリをインストール

Step2 : アプリの指示に従って、質問票・誓約書
               ワクチン接種証明書（「有・無」を選択）
               出国前72時間以内の検査証明書を登録

画面が青色になれば、
登録・審査完了です！

登録方法の詳しいマニュアルはこちらから →https://teachme.jp/111284/manuals/13655051/ ★

ファストトラックについて

https://teachme.jp/111284/manuals/13655051/


☑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★使用が推奨されています。

　→チェックインや、入国手続がスムーズです

☑任意フォーマットの場合は、必須項目すべてが記載されてい　
るか確認

12出典：　厚生労働省・出国前検査証明書★

PCRテスト陰性証明について

ANAや日系の航空会社では、任意のフォーマットでも、必須事項がきちんと記載されて
いれば問題無く搭乗できます。
しかしながら、ブリュッセル以外の空港や、他の航空会社利用時に任意フォーマットで
受け付けられなかったケースも報告されています。ご準備の際、お気をつけください。

https://www.mhlw.go.jp/content/000799426.pdf
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00248.html
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PCRテスト陰性証明について

厚生労働省が指定するフォーマット★

を使用することが推奨されています。

→チェックインや、入国手続きがスムーズです。

→記載ミスや、情報不足を防ぐことができます。

→指定フォーマット以外の陰性証明にて、乗り継ぎ　
時にトラブルになったり、搭乗できなかったりし　
ているケースも報告されています。

https://www.mhlw.go.jp/content/000799426.pdf
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記載事項に、抜け漏れがある場合も無効です。受け取ったらその場でもう一度確認を！
注意！

厚生労働省・参考様式

必須項目：
１）氏名
２）生年月日
３）検査法　有効な検査方法★
４）採取検体　有効な検体★
５）検体採取日時
６）検査結果
７）医療機関名
８）交付年月日

以下８つの情報がすべて記載されているか確認！！

厚生労働省・出国前検査証明書　参考様式 ★　
より抜粋

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00248.html#h2_free5
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00248.html#h2_free4
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00248.html#h2_free4


任意フォームを利用する場合

☑　マーカーで必要な情報をフォーカス

☑　ファストトラックを利用して事前に有　　
効かどうかを確認！（強く奨励されて　　
います！）

☑　日本語もしくは英語のフォーマットで　　
あること。

※翻訳があれば有効。詳しくはこちらのQ&A★(項
目14）をご参照ください。
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⑤検体採取日時

⑧交付年月日

①氏名

③検査方法
④採取検体

②生年月日

⑦医療機関

⑥検査結果

任意フォームの一例

　　（ザベンテム空港Covidテストセンター）

注意！

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


陰性証明書の不備例

✖　採取検体、採取方法の記載が無い、抜け落ちているもの。
✖　迅速抗原検査など、検査方法が指定以外のもの。　　

✖　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）

✖　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】【水際対策】出国前検査証明書   検査証明書について Q＆A ★
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【小さいお子様の陰性証明について】
検査証明書について 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.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00248.html
https://www.mhlw.go.jp/content/000825073.pdf
https://www.mhlw.go.jp/content/000825073.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　出国前検査証明書★
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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 検査センター情報

●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ー３６時間程度

※e-mailで結果が送られてくる。
必須情報部分をマーカーなどでしるしをつけると
良い。※ジャンクメールボックスに入っているこ
とあり。注意してください。

※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

※証明書様式：13ページ参照
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日本語対応可能な医師

PCR検査はどこで受けてもかまいません。検査方法、採取検体などが指定のものかを確認しましょう。
任意フォームで結果を受け取り、必須情報に不足がある場合は、厚生労働省・参考様式（１２ページ）
に記入してもらいましょう。

【参考】検査センター
https://www.info-coronavirus.be/en/testing/★
https://brussels.testcovid.be/en/★

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.info-coronavirus.be/en/testing/
https://brussels.testcovid.be/en/


２）WEB質問票について

「ファストトラック」を利用する方は、ＭｙＳＯＳアプリをインス
トールし、アプリから質問票の記入をします。

ファストラックを利用できない方は、質問票WEBより回答し、搭乗者全
員のQRコードを取得します。

QRコードは スクリーンショットまたは印刷し、チェックイン時や日本
到着時に提示が求められるので、事前に登録をお願いします。

厚生労働省　WEB質問票リンク★

ファストトラック　ホームページ★

19

🛫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/#/
https://www.hco.mhlw.go.jp/fasttrack/


３）誓約書の提出について

「ファストトラック」を利用する方は、ＭｙＳＯＳアプリを
インストールし、アプリから誓約書の記入をします。

ファストトラック　ホームページ★

ファストトラックを利用できない場合、
日本入国前に滞在した国・地域に応じて、
検疫所が確保する宿泊施設または自宅等待機する方は、
検疫所へ「誓約書」の提出が必要です。

（現在ベルギーは検疫措置無しですので、必要ありません。
　詳しくはこちら→誓約書）

誓約書リンク★

※機内でも配布しています！（ANA)
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https://www.hco.mhlw.go.jp/fasttrack/
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00249.html
https://www.mhlw.go.jp/content/pledge_japan.pdf


ワクチン接種証明書は、検疫措置の緩和に必要です。
ベルギーは現在、区分・青★の国ですので、出国前検査以外、検
疫措置はありません。
よって、ワクチン接種証明も必要ありません。
ファストトラックに登録したい方は登録可ですが、必須ではあり
ません。

【参考】
日本政府が定めたワクチン★
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【参考】有効なワクチン接種証明書について

日本入国の際、ワクチン接種済でも、必
ず陰性証明書は必要です！
皆様、出発前に検査を受け、規定にあっ
た陰性証明書をご持参ください！

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00209.html
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/border_vaccine.html
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【参考】EU digital COVID Certificate

①　My Health★にアクセス

② My EU Digital COVID Certificate
   をクリック    

③ ログイン

④ 右の証明書を入手。印刷して
       持参、もしくは、デジタルで保存、　　　   
提示できるよう準備。
　　　 ファストトラック利用の場合は、My 
       SOSに事前にアップロード　

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/#/


mohikan

[1,179,239]

Supporting

[15,35,86]

Toriton

[0,20,110]

[127,127,12
7]

[178,178,17
8]

[51,51,51]

Supporting

[204,212,23
4]

Acsent

[237, 47,79]

[229,229,22
9]
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ANAホームページ内、日本入国に関する専用ページにアクセスしご確認ください  

日本入国必要渡航書類チェックリスト 

https://www.ana.co.jp/ja/eur/offers-and-announcements/announcements/jpn-immigration-checklist/
https://www.ana.co.jp/www2/pdf/offers-and-announcements/jpn-immigration-checklist/Checklist_JP.pdf
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乗り継ぎ便ご利用のお客様
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#WeAreJapan

各乗り継ぎ空港の規定が異なります。事前に情報確認をお願いします。

乗り継ぎ空港 

いずれかの所持が必要
その他

対

象

外ワクチン接種証明書 回復証明書    陰性証明書

フランクフルト  ― ― ―
機内マスク着用義務

空港内マスク奨励

ロンドン 
― ― ―  

ブリュッセル  ― ― ―

パリ 

出発 7 日前までに接種を完了

最終接種完了日から

9ヶ月日以内

出発 6ヶ月前から 11 日前

までの間にCOVID に感染

第一出発便の出発時間

から72時間以内

Passenger Locator 
Form

Passenger Locator Form★

12歳

未満

チューリッヒ  ― ― ―

欧州乗り継ぎ空港情報

https://passager.serveureos.org/
https://passager.serveureos.org/


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】

● フランクフルト空港ご利用時はマスクが必要です。（6歳未満の子供を除く）
● 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。
● お子様と苗字が違う場合など、コミューンで発行する承認書類、配偶者のパスポートコピー、などを用意することをお勧め

します。
● 乗り継ぎゲートで入国書類のチェックをするので、１時間くらい前を目処にゲートにいらしてください。

 

【参考】在独日本大使館
https://www.de.emb-japan.go.jp/itpr_ja/konsular_coronavirus200313-1.html#noritsugiryuiten　★
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（7月10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。

【ANA ホームページ★より抜粋：詳細はこちら★でご確認ください】

【参考資料・ANAの乗り継ぎ経路】　

フランクフルト空港　乗り継ぎ★　　ロンドン・ヒースロー空港　乗り継ぎ★

https://www.de.emb-japan.go.jp/itpr_ja/konsular_coronavirus200313-1.html#noritsugiryuiten
https://www.ana.co.jp/ja/jp/topics/coronavirus-travel-information/immigration/
https://www.ana.co.jp/topics/coronavirus-travel-information/pdf/Germany_05_list.pdf
https://www.ana.co.jp/ja/be/travel-information/airport-and-city-info/frankfurt/
https://www.ana.co.jp/ja/be/travel-information/airport-and-city-info/london/


乗り継ぎ便ご利用のお客様

【ブリュッセル→（陸路）パリ→羽田/羽田→パリ→（陸路）ブリュッセル】

● Passenger Locator Formの記入
● (搭乗にあたって）ワクチン未接種の場合：

出発便より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、もしくは、罹患した際のPCR検
査または抗原検査の11日以降6ヶ月以内の陽性証明が必要

【参考】在仏日本大使館
https://www.fr.emb-japan.go.jp/itpr_ja/oshukarafrancenyukoku202101.html　★
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（7月10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。

【ANA ホームページより抜粋：
詳細はこちらでご確認くださ
い】※現在日本はGreen国

https://www.fr.emb-japan.go.jp/itpr_ja/oshukarafrancenyukoku202101.html
https://www.ana.co.jp/ja/jp/topics/coronavirus-travel-information/immigration/
https://www.ana.co.jp/topics/coronavirus-travel-information/pdf/France_13_list.pdf
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ご到着時の流れ



#WeAreJapan

MySOSへ必要
事項
登録

-------
設置のPCで
質問票WEB登

録

パスポート
MySOSの
チェック

QRコード
スキャン

ファスト
トラック
未登録

入国審査

荷物引取り

　降機後

係員による
MySOSアプリ
チェック

パスポート
/MySOSの
チェック
-------

パスポート
書面の書類
のチェック

ファストトラック申請済の方は、降機から入国審査まで30分～1時間ほど

ご到着時の流れ



 

◆帰着日　6月3日（金） 
 

 - 16:45  羽田空港到着 

 

 - 17:00  降機開始  

              係員がMySOS登録確認 

              MySOSが青色の画面 

              青色シート(写真1)　受取 

              青色シート用の導線を進む 

 

 - 17:20  QRコードスキャン 

              水色シート(写真2)　受取 

 

 - 17:30  入国審査・荷物受取り 

 

 

  

#WeAreJapan

（写真２）（写真１）

日本到着から荷物受け取りまで（例）



羽田空港国際線 ターミナル3

国内線乗り継ぎカウンターは現在閉鎖中

荷物受取り後、国内線ターミナル行きシャトルバスにて移動（所要約7分）

バス乗り場： 階下の1Fバス乗り場 0番

荷物は移動後、国内線チェックインカウンターでお預けください。
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#WeAreJapan

国内線へのお乗り継ぎ



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

　

※ご不明な点は、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
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現在、日本からベルギーに入国する際の検疫措置、
特別な必要書類はありません。

【参考】

ANAホームページ・各国の検疫措置・入国制限について

Info-coronavirus

日本からベルギーへ入国する際の検疫措置

https://www.ana.co.jp/ja/jp/topics/coronavirus-travel-information/immigration/departure/#subtitle_02
https://www.info-coronavirus.be/en/travels/


情報ソース・便利情報　等（URLリンクあり）

P10 ファストトラック　ホームページ
P11 ファストトラック　マニュアル
P12.13 厚生労働省　出国前検査証明書 厚生労働省　指定フォーマット
P14 有効な検査方法  有効な検体 厚生労働省・出国前検査証明書　参考様式
P15 検査証明書についてQ&A
P16 【水際対策】出国前検査証明書   検査証明書について Q＆A
P17 検査証明書の提出について
P18 Brussels 空港PCRセンターオンライン予約 

https://www.info-coronavirus.be/en/testing/  https://brussels.testcovid.be/en/
P19 厚生労働省　WEB質問票リンク ファストトラック　ホームページ
P20 誓約書リンク ファストトラック　ホームページ 誓約書
P21 区分・青　　日本政府が定めたワクチン
P22 My Health
P23 チェックリスト ANAホームページ
P25 Passenger Locator Form
P26 　 在独日本大使館 ANA ホームページ  ANA ホームページ　ドイツ入国要件、検疫について 

フランクフルト空港　乗り継ぎ  ロンドン・ヒースロー空港　乗り継ぎ
P27 在仏日本大使館  ANA ホームページ　フランス入国要件・検疫について
P34 ANAホームページ・各国の検疫措置・入国制限について   Info-coronavirus

【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 
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https://www.hco.mhlw.go.jp/fasttrack/
https://teachme.jp/111284/manuals/13655051/
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00248.html
https://www.mhlw.go.jp/content/000799426.pdf
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00248.html#h2_free5
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00248.html#h2_free4
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00248.html#h2_free4
https://www.mhlw.go.jp/content/000825073.pdf
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00248.html
https://www.mhlw.go.jp/content/000825073.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.info-coronavirus.be/en/testing/
https://brussels.testcovid.be/en/
https://arqs-qa.followup.mhlw.go.jp/#/
https://www.hco.mhlw.go.jp/fasttrack/
https://www.mhlw.go.jp/content/000922228.pdf
https://www.hco.mhlw.go.jp/fasttrack/
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00249.html
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00209.html
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/border_vaccine.html
https://www.masante.belgique.be/#/
https://www.ana.co.jp/www2/pdf/offers-and-announcements/jpn-immigration-checklist/Checklist_JP.pdf
https://www.ana.co.jp/ja/eur/offers-and-announcements/announcements/jpn-immigration-checklist/
https://passager.serveureos.org/
https://www.de.emb-japan.go.jp/itpr_ja/konsular_coronavirus200313-1.html#noritsugiryuiten
https://www.ana.co.jp/ja/jp/topics/coronavirus-travel-information/immigration/
https://www.ana.co.jp/topics/coronavirus-travel-information/pdf/Germany_05_list.pdf
https://www.ana.co.jp/ja/be/travel-information/airport-and-city-info/frankfurt/
https://www.ana.co.jp/ja/be/travel-information/airport-and-city-info/london/
https://www.fr.emb-japan.go.jp/itpr_ja/oshukarafrancenyukoku202101.html
https://www.ana.co.jp/topics/coronavirus-travel-information/pdf/France_13_list.pdf
https://www.ana.co.jp/ja/jp/topics/coronavirus-travel-information/immigration/departure/#subtitle_02
https://www.info-coronavirus.be/en/travels/
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
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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、
下記リンク（青文字）をクリックして
情報提供ををお願いいたします。

日本へ入出国体験談（便利情報）記入フォーム（リンク）

https://forms.gle/nZ2u9SMZiFSceWTc6

https://forms.gle/nZ2u9SMZiFSceWTc6

