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一時帰国支援プラン

担当：郭 剛（カク）
Email: contact@kntchina.net
電話：010-6515-5927

本紙の記載された内容は、2022年7月1日現在のものです。今後変更になる場合がありますので、予めご了承ください。
また、ご案内の内容は、原則として「日本国籍を有する方」を対象としています。
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1.中国から日本への事前準備

① 国際線を予約する

② PCR検査を受ける

NH920 上海（浦東） 13：50～成田 17：40 毎週 日
NH932 深圳 14：35～成田 19：50 毎週 月
NH928 青島 15：30～成田 19：25 毎週 水
NH934 広州 16：30～成田 22：00 毎週 水
NH930 杭州 16：30～成田 20：45 毎週 木
NH958  北京（首都)  14：15～成田 18：45    毎週 月（7/11より）

HU439 北京（首都） 08：40～成田 13：55 毎週水（7/13より）

IJ254 天津 16：35～成田 20：55  隔週 月
IJ214 哈爾浜 11：35～成田 16：35  毎週 日
CA929 上海（浦東） 11：00～成田 14：35 毎週 木
CA145 杭州 09：50～成田 13：50 毎週 水
MU523 上海（浦東） 09：05～成田 12：50 毎週 金
CZ8101 広州 08：40～成田 14：10 毎週 水
HO1333 上海（浦東） 11：40～関西 15：00 毎週 火

〈7/1現在、上海（浦東）08:35～関西11:45〉
HO1610 南京 11：05～関西 15：00 毎週 木

9C6217 上海（浦東）13：55～成田 17：55 毎週 日

日中間で運行しているフライトの一部（2022年7月1日現在）

その他

JL820 大連 13：00～成田17：00 毎週 水、木、金
JL088 広州 16：10～成田21：25 毎週 金

JL824  天津 14：55～成田19：20 毎週 土 （7/16より）

上海

杭州

広州

成田
関西

瀋陽

大連

福州

深圳

太原

昆明

済南

〇〇 ：中国系航空会社の振替到着地（日本→中国、P.16参照）
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HU:着のみ

天津
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GS7977   天津 08：20～関空 12：05  毎週 火（7/19より）

MF809 福州 08：50～成田 13：10 毎週 水
MF809 福州 09：20～成田 13：40 毎週 金
ZH9051 深圳 08：15～成田 14：00 毎週 日
 現在、日中間の航空便はかなり混雑している状況です。

その他

北京

NH:発のみ

IJ,JL,GS
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1.中国から日本への事前準備

② PCR検査を受ける

② 新型コロナウイルス陰性の検査証明書

海外から日本へ帰国・入国する場合、滞在国・地域に関係なく、また、国籍問わず、すべての方が、出国前72時間以内に検査を受けた
新型コロナウイルス陰性の「検査証明書」の提出が必要です。
検査証明書を提出できない方は検疫法にもとづき、日本国籍であっても日本への上陸が認められません。

 検査方法は指定された方法のいずれかに限り有効。
 検体採取方法は、「鼻咽頭ぬぐい液」、「唾液」、「鼻咽頭ぬぐい液と咽頭ぬぐい液の混合検体」、「鼻

腔ぬぐい液」（3/9より追加）のいずれかのみ有効。
 出国前72時間以内に検査した証明書。
 検査証明書の様式は所定のフォーマットを使用して下さい。
 所定のフォーマットを使用することが困難な場合には、任意のフォーマットの提出も妨げられませんが、

「検査証明書へ記載すべき内容」が満たされている必要があります。

詳しくは厚生労働省のURLをご参照ください。
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00248.html

 検査証明書sample

 〈参考〉北京・天津・武漢で所定フォーマットによる検査証明が発行可能な医療機関（例）
必ず事前に病院にご確認ください。
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【北京】
• 北京ユナイテッドファミリー病院（和睦家医療）010-5927-7332（日本語対応）
• 北京サンファイン国際総合病院（善方医院）185-1007-1968（日本語対応）
• 中日友好病院国際部 010-8420-5121

PCR検査結果は翌日に判明しますので、まず、中日友好病院所定書式の検査証明を
受領してください。受領後、その検査証明を持参して医師の診察を受け、この検査証明
に記載されている検査結果の厚生労働省所定フォーマットへの転記を依頼してください。
PCR検査料のほか、診察料が別途かかります。平日のみの対応です。

• ラッフルズメディカル北京（北京莱佛士診所） 010-6462-9054（日本語対応）
【天津】
• 天津利諾康医学検験実験室 159-0021-2757
【武漢】
• 優康国際クリニック（湖北省中西医結合医院内）153-0712-3033（日本語対応）

 〈参考〉関連ＵＲＬ
〈日本国大使館〉
https://www.cn.emb-
japan.go.jp/itpr_ja/00_000631.html
〈上海総領事館〉
https://www.shanghai.cn.emb-
japan.go.jp/itpr_ja/11_000001_00322.html
〈瀋陽総領事館〉
https://www.shenyang.cn.emb-
japan.go.jp/itpr_ja/11_000001_00578.html
〈青島総領事館〉
https://www.qingdao.cn.emb-
japan.go.jp/itpr_ja/11_000001_00612.html
〈広州総領事館〉
https://www.guangzhou.cn.emb-
japan.go.jp/consular/doc/2021011172hrmc.html
〈重慶総領事館〉
https://www.chongqing.cn.emb-
japan.go.jp/itpr_ja/11_000001_00526.html
〈大連領事事務所〉
https://www.dalian.cn.emb-
japan.go.jp/itpr_ja/11_000001_00205.html

https://www.cn.emb-japan.go.jp/itpr_ja/00_000631.html
https://www.shanghai.cn.emb-japan.go.jp/itpr_ja/11_000001_00322.html
https://www.shenyang.cn.emb-japan.go.jp/itpr_ja/11_000001_00578.html
https://www.qingdao.cn.emb-japan.go.jp/itpr_ja/11_000001_00612.html
https://www.guangzhou.cn.emb-japan.go.jp/consular/doc/2021011172hrmc.html
https://www.chongqing.cn.emb-japan.go.jp/itpr_ja/11_000001_00526.html
https://www.dalian.cn.emb-japan.go.jp/itpr_ja/11_000001_00205.html
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① 際線、国内線を予約する

② PCR検査を受ける

③ 中国税関出入国健康申告入力

中国出国時に提示が必要です。（出発の24時間前より申請手続き）
中国入国の際にも必要となります。（P.24をご参照ください）
こちらのQRコードを携帯でスキャンすれば申告用のAPPが出てきます ➡

申告用のAPP画面

1.中国から日本への事前準備
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2021/3/15 12:25:060

中国税関出入国健康申告
(健康申告書電子版）イメージ
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④ 「ファストトラック」（検疫手続事前登録）について

1.中国から日本への事前準備1.中国から日本への（事前）準備
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 My SOSについて、以下の手順でインストール・設定ください。（iPhoneの例）-1

（1）App storeよりダウンロード （2）MySOS利用規約

一番下までスクロールして「同意

する」をタップ

（3）プライバシーポリシー

一番下までスクロールして「同意

する」をタップ

（4）「中国本土」を選択 （5）通知設定ダイアログ

「許可」をタップ

（6）一般モードのトップ画面

これからファストトラックモードにす

る手順になる。

「設定」をタップ

●「ファストトラック」の利用による円滑な検疫手続きのため、入国前に My SOS をインストールするこ

とを推奨しています。（必須ではありません）

●My SOSについて、中国でインストールできるようになりました。設定の仕方を詳しく説明します。
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1.中国から日本への事前準備1.中国から日本への（事前）準備
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 My SOSについて、以下の手順でインストール・設定ください。（iPhoneの例）-2

（7）QRコードリーダー

「QRコードリーダー」をタップ

（8）カメラ利用権限確認

「OK」をタップ

（9）専用QRコード読み取り

↓のQRコードを読み取る

④ 「ファストトラック」（検疫手続事前登録）について
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1.中国から日本への事前準備1.中国から日本への（事前）準備
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 My SOSについて、以下の手順でインストール・設定ください。（iPhoneの例）-3

（10）入国管理モードガイダンス①

「確認」をタップ

（11）入国管理モードガイダンス②

「確認」をタップ

（12）入国管理モードガイダンス③

「確認」をタップ

（13）健康確認センタープライバ

シーポリシー同意

一番下までスクロールして「同意す

る」をタップ

（14）アカウント登録

「パスポート番号」を半角英数大

文字でパスポートの記載通りに2

回入力

「生年月日」を西暦年月日の順に

2回入力

「姓」「名」を半角英数大文字でパ

スポートの記載通りに１回入力

（15）入力内容確認

入力内容を確認し、「はい」をタップ

④ 「ファストトラック」（検疫手続事前登録）について
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1.中国から日本への事前準備1.中国から日本への（事前）準備
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 My SOSについて、以下の手順でインストール・設定ください。（iPhoneの例）-4

（16）マイク権限確認

「OK」をタップ

（17）位置情報利用目的表

示「許可」をタップ

（18）位置情報取得権限確認

「Appの使用中は許可」をタップ

（19）同行者確認

いない場合は「いいえ」をタップ

同行するスマートフォンを持たない

12歳以下の子どもがいる場合は

「はい」をタップし、「P.10」を参照

ください。（後から登録も可能）

（20）ファストトラック利用確認

アカウント登録の最後に、ファストト

ラックの利用について確認する画面

が表示されますので、利用する方は

「はい」をタップ

ファストトラック利用モードのトップ画

面が開きます。

（21）ファストトラックのトップ画面

ファストトラックのトップ画面になりま

す。

実際の登録手順については、

「P.11」を参照してください。

④ 「ファストトラック」（検疫手続事前登録）について
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1.中国から日本への事前準備1.中国から日本への（事前）準備
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 同行するスマートフォンを持たない12歳以下の子どもがいる場合

（19）同行者確認

同行するスマートフォンを持たない

12歳以下の子どもが場合いる場

合は「はい」をタップ

（20-2）子供のアカウント登録

入力項目は本人登録と同じです。

（21-2）入力内容確認

入力内容を確認し、「はい」をタップ

 保護者のスマートフォンから子ども

を登録することで、保護者と紐づ

けされます。

 原則ひとりの子どもにつきひとりの

保護者が登録してください。

もし複数の保護者が一人の子ど

もを登録した場合は、後から登録

した保護者に紐づけられます。

 子供の設定は、後からの登録も可能です。

トップ画面から、「設定」をタップ、「12歳以下の同行者登録」をタップ、入力。

④ 「ファストトラック」（検疫手続事前登録）について
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1.中国から日本への事前準備1.中国から日本への（事前）準備
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 「ファストトラック」（検疫手続事前登録）について

 日本に入国する前に、アプリ上で検疫手続の一部を事前に済ませておく

ことが可能です。

 事前登録する情報

①質問票WEB

②誓約書

③ワクチン接種証明書（右下の説明を参照ください）

④出国前72時間以内の検査証明書（画像データをご準備ください）

 搭乗便到着予定日時の6時間前までにアプリ上での事前登録が完了し

ないと、ファストトラックをご利用頂けません。

 詳細はファストトラックホームページをご覧ください。

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

 2022年4月27日（日本時間午前１０時）以降、羽田空港、成田国際

空港、中部国際空港、関西国際空港、福岡空港で運用が行われているファ

ストトラック（入国時の検疫手続の一部の事前登録）について、これまでは

「日本到着予定時刻の16時間前」までに事前審査の申請を行っていただく必

要がありましたが、事前審査の締め切り時間が「日本到着予定時刻の６時

間前」に短縮されました。

この時間短縮措置により、さらに多くの渡航者がファストトラックをご利用いただ

けるようになるため、従来よりもスムーズな入国が可能となります。

 検疫手続き事前登録

トップ画面から、「検疫手続事前登録」をタップし、「質問票WEB」以降の必要項目を入力。

ワクチン接種証明書について

現在、中国においては日本政府（厚生労働省）が指定するワクチンを接種することは困難ですが、ワクチン接種証明書が

なくてもファストトラックをご利用頂けます。その場合、アプリ登録においては、ワクチン接種証明書は「無」を選択してください。

なお、アプリ登録時にワクチン接種証明書を「無」と選択した場合、入国時に検疫でワクチン接種証明書の提示を申し出るこ

とはできません。

 ファストトラックについてよくある質問：https://www.hco.mhlw.go.jp/faq/fasttrack.php

④ 「ファストトラック」（検疫手続事前登録）について

https://www.hco.mhlw.go.jp/fasttrack/
https://www.hco.mhlw.go.jp/faq/fasttrack.php
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【 中国 ➡ 日本 】

＜水際対策強化に係る新たな措置（２８）要旨＞
本年６月１日午前0時（日本時間）以降、7日間待機を原則とした上で、入国前の滞在歴（「赤」「黄」「青」の3区分
の国・地域）及び条件を満たした有効な新型コロナウイルス感染症に対するワクチン接種証明書を保持しているか否かで、
入国時検査の有無、入国後の待機期間及び待機場所が変更されます。

1. 中国からの入国者は、「青」に区分されました。（5月26日、外務省発表）

 「青」区分の国・地域からの入国者は、空港検疫での検査は実施せず、入国後の待機も無しになります。

（入国後から公共交通機関の使用も可能です。）

2. My SOS（入国者健康居所確認アプリ）について

 ファストトラック 《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事前（到着予定時刻の6時間前ま

で）に申請することによって、入国手続きが簡素化》 の利用ができます。

 外務省は、「青」区分の国・地域からの入国者は、空港検疫での検査を実施せず、入国後の自宅等待機を求めず、 My SOSによる

フォローアップの対象外ですが、「ファストトラック」の利用による円滑な検疫手続きのため、入国前に My SOS をインストールすることを推

奨しています。（必須ではありません）

（利用方法は、P6~P11をご参照ください）
12© KINTETSU INTERNATIONAL EXPRESS (CHINA) CO,LTD.

外務省HP:国際的な人の往来再開に向けた措置について（令和4年5月26日）
https://www.mofa.go.jp/mofaj/ca/cp/page22_003380.html

2.日本に到着後の手続き

https://www.mofa.go.jp/mofaj/ca/cp/page22_003380.html
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外務省HP:国際的な人の往来再開に向けた措置について（令和4年5月26日）
https://www.mofa.go.jp/mofaj/ca/cp/page22_003380.html

出典：外務省ＨＰ

2.日本に到着後の手続き

https://www.mofa.go.jp/mofaj/ca/cp/page22_003380.html
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2.日本に到着後の手続き

① 飛行機から降りて、
My SOS画面提示

日本到着後、空港内手続きの流れ（成田空港例、My SOSによりファストトラックを事前登録した場合）

② 緑色、青色の方は
下記の用紙を渡される

③ 検疫所では、
My SOSのQRコード
提示、スキャン、パス
ポートの確認、健康

カード受領

④ 入国審査
従来通り

⑤ 荷物受け取り、
税関申告 ⑥ 空港を出る

画面が黄色い場合、
PCR検査証明書の提
示が必要

 6月1日の大連発成田着JAL便の事例では、すべての手続きが約30分で終了しました。
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① 国際線、国内線を予約する

2.日本に到着後の手続き
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 海外在留邦人向けワクチン接種事業について、現在、羽田空港、成田空港において実施しており、6月
13日から接種実施日が変更されています。

 本事業での接種を希望される方は、日本入国時の水際対策として実施している待機措置の状況にも
留意しつつ、接種間隔を考慮して渡航計画を立てた上で予約してください。なお、本事業は、日本国内
に住民票を有していない方が対象であり、また、本年9月まで運営することが予定されています。

 6月13日以降の接種実施予定日は以下のとおりです。詳細は外務省海外安全HPをご確認ください。

（１）満12歳以上を対象とした１回目・２回目接種
○ファイザー
羽田空港：週５日（月・火・木・金・土）
成田空港第１ターミナル：週２日（月・土）
成田空港第２ターミナル：週２日（水・金）

○アストラゼネカ
羽田空港：週１日（土）
成田空港第１ターミナル：週１日（土）
成田空港第２ターミナル：週１日（水）

（２）満12歳以上を対象とした３回目接種
○ファイザー
羽田空港：週５日（月・火・木・金・土）
成田空港第１ターミナル：週２日（月・土）
成田空港第２ターミナル：週２日（水・金）

（３）小児接種（5～11歳を対象とした１回目・２回目接種）
○小児用ファイザー
羽田空港：週１日（木）
成田空港第１ターミナル：週１日（月）
成田空港第２ターミナル：週１日（金）

 ３回目接種について、２回目接種からの間隔を「５か月以上」に変更されました。

 日本国内で新型コロナワクチンの４回目接種が開始されたことに伴い、海外在留邦
人向けワクチン接種事業においても、在留邦人を対象とした４回目接種（ファイザ
ーのワクチンを使用）を７月１９日から新たに開始します。
接種予約は７月６日１７時３０分（日本時間）から開始しています。

 接種対象は、日本で薬事承認されているワクチンで追加接種（３回目接種）に相当
するワクチン接種を受け、３回目接種から５か月以上が経過した以下の者です。
・６０歳以上の者
・１８歳以上６０歳未満で、基礎疾患を有する者及び新型コロナウイルス感染症に
かかった場合の重症化リスクが高いと医師が認める者

 なお、１８歳以上６０歳未満の者については、接種にあたり基礎疾患の有無につい
て事前の申告は求めませんが、接種日当日は可能な限り医師の診断書や処方箋等の
持参が望ましく、また、接種の可否は当日医師が問診により判断することから、接
種ができない場合もあり得るところ留意願います。

 予約及び本事業の詳細については、外務省海外安全ＨＰを御覧ください。
https://www.anzen.mofa.go.jp/covid19/vaccine.html

 中国に入国に際してワクチン接種は義務化されていません。ワクチン接種後14日
間未満でも、渡航前全てのPCR検査で陰性であれば、健康コードの取得が可能です。

（駐日中国大使館ＨＰ）
http://jp.china-embassy.gov.cn/jpn/tztg/202205/t20220505_10681667.htm

海外在留邦人向けワクチン接種事業について

https://www.anzen.mofa.go.jp/covid19/vaccine.html
http://jp.china-embassy.gov.cn/jpn/tztg/202205/t20220505_10681667.htm
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① 国際線、国内線を予約する

日本発・中国への入国について

① 国際線を予約する

日中間で運行しているフライト（2022年7月1日現在）

ANA NH919 成田 09：20～上海（浦東）11：40       毎週 日
NH931 成田 09：15～深圳 13：05 毎週 月
NH933 成田 09：10～広州 13：10 毎週 水
NH927 成田 09：55～青島 12：30 毎週 水
NH929 成田 10：20～杭州 13：05 毎週 木

JAL JL087 成田 09：15～広州 13：00 毎週 金
JL829 成田 08：40～大連 11：05 毎週 水、木、金
JL823 成田 09：55～天津 12：55 毎週 土（7/16より）

HU440      成田 15：55～北京 07：55                          毎週 水（7/13より）

〈7/1現在、まず大連で入国して7日間の隔離を経てから北京へ移動〉

IJ253 成田 12：55～天津 15：35 隔週 月
IJ213 成田 07：35～哈爾浜 10：35 毎週 日
CA930 成田 16：55～上海（浦東）19：05 毎週 木

〈7/1現在、太原20：10〉
CA146 成田 17：00～杭州 19：15 毎週 水
MU524 成田 13：50～上海（浦東）16：15 毎週 金

〈7/1現在、昆明18：20〉
CZ8102 成田 16：20～広州 20：15 毎週 木
HO1334 関西 16：15～上海（浦東）17：50 毎週 火

〈7/1現在、関西13：15~大連15：00〉

その他

3.日本から中国への事前準備

上海

杭州

広州

成田
関西

瀋陽

大連

福州

深圳

太原

昆明

済南

〇〇 ：中国系航空会社の振替到着地（中国→日本、P.3参照）

大連

CZ

NH.CA.MU.HO.9C

NH.CA

MF

ZH

NH.JL

ハルビン

IJ

南京

HO:発のみ

JL HO:着のみ
HU:着のみ

天津

IJ,JL,GS

青島

NH
9C:着のみ

CA:着のみ

MU:着のみ
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GS7978      関空 13：20～天津 16：00                       毎週 火（7/19より）

9C6218 成田 20：00～上海（浦東）22：20 毎週 日
〈7/1現在、成田15：30~済南18：15〉

MF810 成田 15：00～福州 17：45 毎週 水
MF810 成田 15：30～福州 18：35 毎週 金
ZH9052 成田 16：00～深圳 20：20 毎週 日

その他

◆上海浦東空港到着便の他空港への振替措置の終了は未定です。
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②搭乗前のPCR検査等

3.日本から中国への事前準備

（1）未感染者

1. 出発の48時間以内に2回のPCR検査を行って下さい。

 1回目：検査日時の計算方法は「搭乗予定日−2日＝1回目PCR検査日」となります。

 中国大使館管轄：http://jp.china-embassy.gov.cn/jpn/tztg/202206/P020220630571154789903.pdf

 各地総領事館管轄：http://jp.china-embassy.gov.cn/lszcnew/lsbzhjsnew/201112/t20111205_9475660.htm

 日本政府登録機関：https://www.tecot.go.jp/rmii/

 2回目：検査日時の計算方法は「出発時刻−24時間＝2回目PCR検査日時」となります。必ず1回目と異なる検査機関を選んでください。

 中国大使館管轄：http://jp.china-embassy.gov.cn/jpn/tztg/202206/P020220630573785554304.pdf

 各地総領事館管轄：http://jp.china-embassy.gov.cn/lszcnew/lsbzhjsnew/201112/t20111205_9475660.htm

2. 健康コード申請：全ての検査報告書を取得後、最終提出期限までに申請書類を添付し、健康コードの申請を行ってください。（P.18.19参照）

17© KINTETSU INTERNATIONAL EXPRESS (CHINA) CO,LTD.

中国大使館発表 7月1日より実施する中国渡航の最新措置↓↓↓
http://jp.china-embassy.gov.cn/jpn/tztg/202206/t20220630_10712739.htm

ご出発予定日の2日前 ご出発予定時刻出発時刻の24時間以内

指定検査機関で2回目のPCR検査
（1回目とは別の期間）

指定検査機関で1回目のＰＣＲ検査

HDCグリーン健康コードの申請受付は

Ｐ.18.19参照

例1：出発時刻が7月6日09:10の場合、7月4日に１回目PCR検査を行い、7月5日09:10以降に検査効率等の技術条件を満たしている検査機関で2回目PCR検査を行ってください。
7月5日18:00までに健康コードの申請を行い、7月6日にグリーン健康コードで搭乗手続きを行ってください。

例2（管轄地域を跨って検査する場合）：名古屋在住、東京発の便で渡航する場合、名古屋（又は東京）で2回のPCR検査、或いは名古屋で1回目PCR検査、東京で2回目PCR検査を行うことが可能です。
検査地点、時間、交通等の状況を踏まえた上で、最終提出期限までに健康コードを申請してください。

http://jp.china-embassy.gov.cn/jpn/tztg/202206/P020220630571154789903.pdf
http://jp.china-embassy.gov.cn/lszcnew/lsbzhjsnew/201112/t20111205_9475660.htm
https://www.tecot.go.jp/rmii/
http://jp.china-embassy.gov.cn/jpn/tztg/202206/P020220630573785554304.pdf
http://jp.china-embassy.gov.cn/lszcnew/lsbzhjsnew/201112/t20111205_9475660.htm
http://jp.china-embassy.gov.cn/jpn/tztg/202206/t20220630_10712739.htm
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3.日本から中国への事前準備

18© KINTETSU INTERNATIONAL EXPRESS (CHINA) CO,LTD.中国大使館ＨＰより引用

出発時刻 最終提出期限

06:00-12:00 搭乗前日の18：00まで

12:01-16:30 搭乗前日の23：00まで

16:31-24:00 搭乗当日の12：00まで

搭乗便の出発時刻に変更があった場
合、下記の表に記載した健康コードの
最終提出期限に間に合うように最終
PCR検査を終えてください。
最終PCR検査は必ず出発時刻の24
時間以内に行ってください。

日本から中国大陸へは直行便をご利用ください。

日本から香港、マカオ、台湾経由の乗継便をご利用
の場合、中国大使館・総領事館からHDC健康コード
が付与されません。

中国を最終目的地とした日本での乗り継ぎはできませ
ん。経由・乗継におけるトラブル（空港内足止め、送
還など）が発生する可能性があります。
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① 国際線、国内線を予約する3. 健康コードの申請
 PCR検査報告書（証明書）を取得後、最終提出期限（Ｐ.18）までに

2回の検査報告書＋申請書類（下記）を添付し健康コードの申請を行ってください。

③渡航前検査・申請手順

3.日本から中国への事前準備

19© KINTETSU INTERNATIONAL EXPRESS (CHINA) CO,LTD.

申請用QRコード

HDC健康コードサンプル

HDC健康コード入力画面

【検査報告書（証明書）について】
1. 健康コードの発行をスムーズなものとするため、必ず氏名、旅券番号（渡航に使用する旅券）、生年月日、連絡先、採取方法、採取時刻、検査方法、検査

結果及び検査機関の署名捺印があるものを取得して下さい。

2. 検査結果受取り時、必ずその場で確認し、記載ミスなどがあればすぐに訂正をしてください。

中国大使館ＨＰより引用



■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■

① 国際線、国内線を予約する

3.日本から中国への事前準備
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（2）既感染者：感染者は全治から14日間経過後、健康コードの申請が可能です。

1. 定義：新型コロナウィルス陽性と診断された方、またはPCR検査で陽性となった方は既感染者とみなされます。

2. 申請手順
（1）完治確認：

任意の検査機関（同一機関でも可）で24時間間隔を空けて、2回のPCR検査を行い、検査証明書を取得してください（採取方式は問わない）。
2回のPCR検査が共に陰性の場合、完治とみなされます。

（2）完治確認後：
完治確認で行った2回目PCRの検体採取日より、最低でも14日間の健康観察を行い、期間中異常がなければ、P.17の「（1）未感染者」の申請手順
より各検査、健康コードの申請を行ってください。健康コード申請時に、完治確認で行った2回の陰性証明書も併せて添付して下さい。

③渡航前検査・申請手順
中国大使館発表 7月1日より実施する中国渡航の最新措置↓↓↓
http://jp.china-embassy.gov.cn/jpn/tztg/202206/t20220630_10712739.htm

（3）濃厚接触者
1. 定義：新型コロナウイルス感染症疑い症状または陽性診断の2日前より、または無症状感染者の検体採取の2日前より、至近距離で必要な感染予防策なしで

接触した場合、濃厚接触者とみなされます。

2. 申請条件：濃厚接触した翌日より5日間の自主隔離、健康観察を行ってください。期間中異常がなければ、P.17の「（1）未感染者」に従い各検査、
健康コードの申請を行ってください。

（4）新型コロナウイルス感染症の疑いがある方
1. 定義：新型コロナウイルス感染症の疑いがある方：過去14日間に発熱、咳や下痢等の新型コロナウイルス感染症の疑いがある方、また高体温、感染症状の

疑いがある等で航空会社より搭乗拒否された方を症状の疑いがある方とみなされます。

2. 申請条件：感染症状が出た翌日より5日間の自主隔離、健康観察を行ってください。期間中異常がなければ、 P.17の「（1）未感染者」に従い各検査、
健康コードの申請を行ってください。

http://jp.china-embassy.gov.cn/jpn/tztg/202206/t20220630_10712739.htm
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① 国際線、国内線を予約する

中国税関出入国健康申告書・健康電子入力完了画面（QRコード）の提示

 中国入国に際し、中国税関出入国健康申告の提出、「健康電子入力完了画
面（QRコード）の提示」が必須となります。

 申請については、ご出発の24時間前から、General Administration of 
Customs,P.R.CHINA（簡体字・英語ページ）の新しいウィンドウを開きます。

 外部サイトの場合はアクセシビリティガイドラインに対応していない可能性があります。
以下のQRコードをスキャンし、必要事項の申告をお願いいたします。

WeChat APPからのアクセスをお勧めします。

日本発・中国への入国について

④中国税関出入国健康申告入力（中国入国にあたって）

※中国入国の際に完了画面のスクリーンショットの提示が必要です。

3.日本から中国への事前準備
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中国税関出入国健康申告
(健康申告書電子版）イメージ
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① 国際線、国内線を予約する機内待機 飛行機から降りる際に 受付・同意書記入 PCR検査 入国審査

荷物ピックアップ 隔離ホテルへ 隔離 隔離終了

到着後、機
内待機、前
の列から順
番に機外へ

健康電子入力完了
画面のスクリーン
ショット（P.21参
照）を機械で読み
取り

パスポート、出国した
際に入力したグリーン
健康コード（P.19参
照）を提示。PCR検
査同意書に署名。

念のため、検査報告
書(P.19参照）も持
参ください。

出国した際に
入力したグ
リーン健康
コード（P.19
参照）を提
示、PCR検
査を受ける

入国審査

荷物ピックアップ

専用バスにて隔
離ホテルへ移動
（空港によっては、
居住区ごとに受付、
バスに振り分けら
れる）

ホテルで隔離。
（自己負担）

隔離中、数回
PCR検査を受
ける。

隔離終了、隔
離証明書をもら
う。
中国国内移動
ができるようにな
る。

①飛行機着陸から隔離終了までの流れ・手続き

4.中国に到着後の手続き

 飛行機を降りるまで、
かなり時間がかかる
場合があります。

（例）上海浦東空港到着から、上海市内の隔離ホテルに到着するまで、3時間~4時間かかることが多いようです。

22© KINTETSU INTERNATIONAL EXPRESS (CHINA) CO,LTD.
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① 国際線、国内線を予約する
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1. 隔離ホテルについて

• 入国当日、日本籍の方を集めて指定ホテルに案内されます。
• 宿泊代は利用者負担となります。
• 基本的に日本語スタッフがいます。
• 空港送迎バスはホテルが用意します。
• ペットボトルの水提供あり。
• 3食付きで中華中心です。
• 宅配の荷物を部屋で受け取ることができます。（食品は要確認）
• ワイマイは要確認、対応不可のホテルが多い。
• 一部のホテルでは事前に荷物を目的地まで有料発送してくれます。

2. 隔離期間中の検査

• チェックイン後、隔離期間中の検査スケジュールを渡されます。抗原
検査の日は自分で検査し、PCR検査の日は検査官が来ます。

• 隔離を終えてチェックアウトする際、国内移動に必要な48時間以
内PCR検査陰性結果証明がもらえます。

3. 隔離後の移動

• 最近、北京や上海の感染拡大で、飛行機の欠航、高鉄の停止が
多く、隔離終了後の移動は大変です。常に状況をチェックする必要
があります。隔離期間中から、弊社にご相談頂くことも可能です。

4. 隔離生活にあると便利な品のアドバイス

 お好みのシャンプー、石鹸、歯磨き粉、歯ブラシ
 乾きやすいタオル
 洗剤、洗濯袋、洗濯ロープ、ハンガー、洗濯ばさみ
 トラベルクッカー、マルチナイフ、ハサミ
 お菓子類、缶詰、インスタントラーメン、レトルトカレー
 しょうゆ、ふりかけ
 紙コップ、紙皿、割りばし
 食器洗い用洗剤、スポンジ
 延長コード、HDMIケープル、充電ケーブル、変換プラグ、電源タップ
 シェーバー、爪切り
 女性の方の化粧品
 常備薬、サプリメント
 体温計
 文房具、セロテープ
 現金やクレジットカード、WeChat Pay, Alipay
 お子様がいる場合は、絵本、ゲーム、タブレット
 運動不足が解消できるもの（筋トレチューブやヨガマットなど）
 動画視聴への対応：哔哩哔哩(bilibili)、VPN など

4.中国に到着後の手続き

②中国での隔離生活について
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参考
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③中国地域間移動に関わる各地の政策

 同じ市内でも対応が異なる場合がありますのでご注意ください。

◆中国：地域間移動にかかわる各地の政策（2022.06.21現在）
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渡航関連情報や、団体旅行・個人旅行
のご旅行について、
何なりとお問い合わせ、ご相談ください。
弊社のHPやWeChatもご参照ください。

近畿国際旅行社（中国）有限公司
北京市朝陽区建国門外大街甲24号 東海中心1609室
（営業時間 9：00~17：00 休日：土・日・祝日）

Email: contact@kntchina.net
電話：010-6515-5927
担当：郭 剛（カク）

 中国出国地までの交通手段（航空機・高鉄・専用車）
 往復国際線航空券
 ご自宅までのハイヤー
 日本の宿泊
 日本国内航空券・新幹線
 中国入国地からご自宅都市までの交通手段（航空機・高鉄・専用車）

などなど…

 日本国内手配分も含めて「中国元」でお支払い可能です。
 企業・団体様あての発票発行が可能です。

本紙の記載された内容は、2022年7月1日現在のものです。今後変更になる場合がありますので、予めご了承ください。
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