
※本プレゼンテーション内の情報は、2021年6月17日時点のものとなります。 

最新情報につきましては弊社ウェブサイトまたは、各公式ホームページにてご確認ください。 

サンディエゴ日系ビジネス協会   様 
ご案内資料 



2021年6月17日時点 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日本へのフライト状況　サンディエゴ/ロサンゼルス

JAPAN AIRLINES（日本航空）

JL016 to 羽田 月・木・土 ～9/29

JL061 to 成田 火・水・金・日 ～9/29

JL069 to 関西 　　　　土 ～9/29

ALL NIPPON AIRWAYS（全日空）

NH105 to 羽田 毎日 ～9/30

NH005 to 成田 月・水・木・土 ～9/30

JAPAN AIRLINES（日本航空）

JL065 to 成田 水・金・日 ～9月29日

サンディエゴ発

ロサンゼルス発

DELTA AIRLINES

DL007 to 羽田 毎日 7/7～10/30

UNITED AIRLINES

UA032 to 成田

火・木・土

毎日

～7/31
8/1～10/29

UA038 to 羽田 毎日 8/1～10/29

AMERICAN AIRLINES

AA169 to 羽田 運休中
～10/29

AA027 to 羽田 運休中

SINGAPORE AIRLINES

SQ011 to 成田 月・水・木・金・日 7/1～10/29



航空会社別 変更料、預荷物免規定（新規購入の場合）
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【日程変更の際は、下記へご連絡ください】

北米予約センター：1-877-489-4223（アメリカ国内トールフリー、24時間）

日本へご到着後のご質問・お問い合せは050-5534-8489 にて承ります。

（日本国内通話料にてご利用いただけます。）

JAL ANA DELTA AMERICAN UNITED

日本行き

2021年9月30日発券分  

までの発券 

無期限で

変更料無料

期間
発券日から1年以内に変更  

2022年12月31日

までに旅行完了
発券日から1年以内に出発必要

予約変更料
免除（変更日との運賃差額は徴収要）  

搭乗クラス
全クラス対象

無料預け荷物
（エコノミークラス）

２個
※アメリカン航空

　　接続の場合は１個 ２個 １個 2個



 日本入国条件 

・奥様（日本パスポート保持）      →入国可
 

・お子様（日/米 パスポート保持）→日本パスポートで入国可
 

・ご主人（米国パスポートのみ）  →日本国総領事館へ要相談
　　　　　　　　　　　　　　　      入国相当の事由があれば許可

・アメリカ市民権を取得された方（日本国籍を放棄された方）

　日本パスポートがないため、基本入国不可
　日本国総領事館へ要相談 入国相当の事由があれば許可
 

・グリーンカード（永住権）保持者
　日本パスポートがあれば入国可

・アメリカ国籍の方
　日本での在留許可もしくは滞在可能な査証などの
　在留許可保持者以外の方の入国は認められておりません。
    3カ月以上の中長期に滞在できる
　在留資格の取得者に限り入国を許可。

  



 日本の入国時必須事項について

国籍を問わず、海外から日本へ入国する方は
入国する際の手続きで、以下の2つの事が必要になります。
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1、指定の位置情報確認アプリを利用できる
　　スマートフォンの所持。(13歳以上の方１人につき１台）
　  ※アプリを利用できるスマートフォンを所持していない場合は、
　　　 検疫法に基づき、スマートフォンをレンタルすることが求められます。

2、国際線出発前72時間以内の検査陰性証明書の提示。
　　※2021年3月19日より、検査陰性証明書を提示できない場合は
　　　  検疫法に基づき、日本への上陸が認められません。



1. 事前検査陰性証明 

出発地での出国前72時間以内の検査証明書を所定フォーマット、 

もしくは、必須記載事項全て英語表記のもの 

2. 検疫に関する「質問票」 

3. 厚生労働省 「誓約書」 
14日間の公共交通機関の不使用、自宅等での待機、位置情報の保存、 

接触確認アプリの導入等について誓約いただくことになりますが、 

「誓約書」が提出できない場合、検疫所が確保する宿泊施設等で 

待機していただきます。 

到着前（自宅・空港・機内等）に「質問票Web」に 

必要な情報を入力し、発行されたＱＲコードを 

到着時に検疫官に提示してください。 

 

日本入国時の提出書類

所定のフォーマット

(外務省)

新型コロナウイルス感染症対策

質問票 (厚生労働省 )

誓約書フォーム

(厚生労働省 )
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OEL（位置情報確認アプリ）  

My SOS（ビデオ通話アプリ） 

COCOA（接触確認アプリ）  

出発までにダウンロードが必要なアプリ
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Google Maps（位置情保存設定）  

あなたの位置情報を報告していただくために必要です。 新型コロナウイルス感染症の感染者と接触した
可能性について通知を受けることができます。

所在確認を行うため、担当者からビデオ通話により
ご連絡した場合に、応答していただくために必要です。

入国後に陽性になった場合等に、位置情報の記録を
保健所等に提示いただくために必要です。

【厚生労働省・検疫所】
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事前検査陰性証明（検体採取方法/検査時間）
※現在、日本において、無症状者に対して
　検体として推奨しているもの

※現在、日本において、無症状者に対して
　検体として推奨されていないもの

検体採取方法が
Nasal swabと記載

検体採取時刻が
出発時刻の
72時間以上前

実際の入国時の問題事例
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事前検査陰性証明（検査方法）

※現在、日本において、無症状者に対して
　検体として推奨しているもの

※現在、日本において、無症状者に対して
　検体として推奨されていないもの

検査方法が
左記記載以外のもの

実際の入国時の問題事例



※各検査機関に関しては必ずご自身で確認ください。 

陰性証明取得可能な医療機関
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San Diego周辺
　

Nsight COVID Testing
検査は要予約（web/電話）$175
結果は署名/スタンプ付きの(旅行にも対応している)ものがメールで送られてくる。
日本政府指定のフォーマット対応可。*Web予約の際に問診票で日本へ渡航されるかの質問が出てくるので
”Yes”にすると日本政府対応のフォーマットが表示され必要事項が記入できます。
　

Pacific Urgent Care and Wellness Center
$169 　24～30時間で検査結果判明
予約は電話のみ858-888-3771(Ask for Scott Horn)。日本政府指定のフォーマット対応可

Nihon Clinic　他機関での検査陰性証明から日本書式への書換可能機関

$40(証明書発行料金)検査は含まれません。要予約(水・第２&第４土曜日・日 ・祝は休業)
検査結果と日本政府指定フォーマットの紙を持参ください(上の部分記入したもの)
*持ち込んだ陰性証明書の採取方法がNasal Swabでも、所定のフォーマットの鼻咽頭ぬぐい液
Nasopharyngeal Swabにチェックしてもらえます。



新型コロナウイルス感染症の検疫手続として、滞在歴や健康状態を記入した「質問票」を  

日本に入国・帰国する際に、検疫官に必ず提出していただいております。  

日本の空港に到着後、空港に設置しているパソコンから「質問票Web」に入力し、  

QRコードを作 成することも可能ですが、入力に時間を要することがあります。  

検疫に関する「質問票」

出発地で 
ダウンロード 

機内でも 

※機内で入力する場合は、 

搭乗前のダウンロードが必要です。 

入国時に 

❶ 質問票Webで情報入力 ⇒ QRコード発行  ❷ QRコード・パスポートを提示 

到着後に入力する場合は、入力に時間がかかり、検疫手続きに時間を要することがあります。

「質問票Web」入力の流れ   ※ダウンロードにはインターネットに接続できる環境が必要です  

11



12

新型コロナウイルス変異株流行国・地域への指定について

下記の州からのすべての入国者及び帰国者については、３泊の強制隔離を行い
入国日を含め4日目に改めて検査を受けていただくことになります。
その上で、陰性と判定された方については、検疫所が確保する宿泊施設を退所し、
入国日を含め残りの11泊を自宅等で待機していただくことになります。

※過去2週間の滞在先（お住まい）が
　含まれている方が対象となります。

例）オハイオ州在住、デトロイト（ミシガン州）から出発（同日）　対象外
　　※乗継時、空港から出る場合は対象となります。

　　オハイオ州在住、デトロイト（ミシガン州）から出発（前泊）　対象

　　ミシガン州在住、シカゴ（イリノイ州）から出発　　　　　　　対象

新型コロナウイルス変異株流行国・地域（アメリカ州）

5月01日入国～ テネシー・フロリダ・ミシガン・ミネソタ

6月04日入国～

アイオワ・アイダホ・アリゾナ・オクラホマ・オレゴン・カリフォルニア

コネチカット・コロラド・デラウェア・ニューヨーク・ネバダ

ネブラスカ・メイン・モンタナ・ロードアイランド

6月14日入国～ カンザス・ケンタッキー・ミシシッピ・ルイジアナ・ワシントン

新型コロナウイルス変異株流行国・地域指定解除となった州

6月14日入国～ オクラホマ・カリフォルニア・ネブラスカ



2021年6月9日時点 

アメリカ外 変異種流行国について

インド・スリランカ・ネパール・パキスタン
バングラデシュ・モルディブ・アフガニスタン

ベトナム・マレーシア・英国

帰国日含め１１日間強制隔離
隔離期間中、３回の検査要
（４日目・７日目・１１日目）

帰国日含め７日間強制隔離
隔離期間中、２回の検査要

（４日目・７日目）

日本出発の過去２週間以内に、下記国で滞在歴のある方は
入国時の検疫で以下の措置が必要となります。



日本到着後の流れ

抗原検査実施  (ご自身で唾液を採取)
唾液が出にくい場合は鼻から綿棒を入れて検体採取させていただきます。

検査結果: 陰性

医療機関・指定施設等で隔離・待機

日本入国時に提出が必須な書類、アプリインストールの確認
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検査結果: 陽性

出国前72時間以内の陰性証明書の所持を

確認できないと搭乗ができません。

到着日含め3泊は検疫所が定める

宿泊施設にて強制隔離

到着後4日目に再度 検査を受け改めて
陰性と判断された方は検疫所が定める宿泊施設を
退所し、残りの隔離期間を自宅などで自主隔離して
いただきます。

変異株流行指定国・地域からの出発



抗原検査実施  (ご自身で唾液を採取)
唾液が出にくい場合は鼻から綿棒を入れて検体採取させていただきます。

到着日含め14泊は自主隔離

（公共交通機関などの利用不可）

到着日含め、１５日間の隔離期間を
ご自宅などで自主隔離していただきます。

検査結果: 陰性

医療機関・指定施設等で隔離・待機

日本入国時に提出が必須な書類、アプリインストールの確認
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検査結果: 陽性

出国前72時間以内の陰性証明書の所持を

確認できないと搭乗ができません。

日本到着後の流れ 変異株流行指定国・地域以外からの出発



アメリカ入国時必須事項について
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米国へ入国（帰国）する方は
航空会社チェックイン時に、以下の2つの事が必要になります。

 

 　1、搭乗前３日以内の検査陰性証明書の提示。
　 アメリカに航空便で向かう全ての乗客（ 2歳以上）が対象。

 　搭乗前に検査証明書を所持していない場合は、航空機への搭乗を拒否されます。　 　

2、搭乗前に、アメリカ政府 (CDC) 宣誓書への署名。

　　
                                                 CDC Attestation Form



アメリカ入国時陰性証明取得可能機関
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アメリカ渡航時の検査日イメージ
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オンライン診療受診のご準備

Google Duoのインストールが必要となります。



南西部法人予約課

swcorp@iace-usa.com
1-888-234-4223
営業時間　月~金 9:00 - 18:00 (PCT)

24時間予約センター

1-877-489-4223

営業担当　福永健太

kfukunaga@iace-usa.com


