【重要／Important】
新型コロナウイルス感染症に関連する日本への入国に必要な手続きについて
What you need to do to enter Japan related to COVID-19
2022 年 8 月 19 日現在、日本政府は以下のとおり海外から入国する者に対して新型コロナウイルス感染
症の水際対策を実施しています。
As of 19 August 2022, Japanese government enforces the following border measures against COVID-19.
＊変更の可能性あり Subject to change
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* ・・・自主隔離にかかる費用は自己負担です。ホテルは大学が指定します。
You will have to pay for the expenses of a quarantine accommodation.
・入国前に滞在している国のカテゴリーが「青」の場合、出国前（72 時間以内）の PCR 検査の陰性証明を
提示すれば到着時の検査や隔離は必要ありません。＜変更の可能性あり＞
If a country you stay before entering Japan is categorized as “Blue”, you will not be required to take
“On-arrival test” nor quarantine by presenting a certificate of pre-departure (within 72 hours) PCR test
(Negative). <Subject to change>
・「黄」カテゴリーの国から入国する場合は、有効なワクチン接種証明書を提示することで到着時検査と隔
離が免除されます。
If you enter Japan from a country categorized in “Yellow”, “On-arrival test” and quarantine will be
exempted by presenting a valid vaccination certificate in addition to a certificate of pre-departure (within
72 hours) PCR test (Negative).
参考）国・地域の区分（Grouping of the country or region of your stay before arrival）

【重要／Important】
新型コロナウイルス感染症に関連する日本への入国に必要な手続きについて
What you need to do to enter Japan related to COVID-19
【重要】日本に入国する留学生は全員ファストトラックと Visit Japan Web サービスの登録を行います。
[Important] All the international students will use “Fast Track” and “Visit Japan Web” service upon
entering Japan.
ファストトラックについてはこちらのページから登録方法を確認し、各自手続きを行ってください。
Please refer to the page below for the information of “Fast Track” and complete the registration on
your own.
・ファストトラックについて（日本語）
・FastTrack（English Page）

Visit Japan Web サービスについてはこちらのページから登録方法を確認し、各自手続きを行ってくだ
さい。
Please refer to the page below for the information of “Visit Japan Web” and complete the
registration on your own.
・Visit Japan Web（日本語）
・Visit Japan Web（英語）

【注意事項／Important Notes】
日本政府は、留学生が安全に入国するために上記サービスに必ず登録するよう求めています。
また、大阪教育大学から留学生に対しても徹底した指導が求められていますので、協力をお願いします。
Japanese government requires all the international students to register to “Fast Track” and “Visit
Japan Web”. They also require Osaka Kyoiku University to give thorough instructions to its students and
make sure their registrations. We appreciate your cooperation regarding this matter.
また、日本政府が現在の入国制限を変更した場合には、大阪教育大学からの指示に従ってください。大
学の指示に従わない場合、入国は中止します。
Also, in case Japanese government changes its current border measures, please follow our
instructions. If you do not follow our instructions, we will ask you to suspend your entry to Japan.

