インド大使館 東京大使館 東京 東京
***
新型コロナウィルス感染症コロナウィルス感染症感染症(COVID-19)COVID-19))防止・管理に関する渡航及びビザ情報に関する渡航及びビザ情報関する渡航及びビザ情報する渡航及びビザ情報渡航及びビザ情報びビザ情報ビザ情報情報(COVID-19)改訂)
すでに関する渡航及びビザ情報発効済みのみのビザ情報規制及びビザ情報びビザ情報渡航規制に関する渡航及びビザ情報加え、え、2020 年 3 月 18 日 12:00GMT より、下記規制を追加適用い追加え、適用いい
たします。
1. COVID-19 感染症拡大予防の観点から、インド国内の観点から、インド国内観点から、インド国内から、インド国内インド国内国内 107 カ所の空港や海港、国境、鉄道上、河川港の統合検所の空港や海港、国境、鉄道上、河川港の統合検の観点から、インド国内空港や海港、国境、鉄道上、河川港の統合検や海港、国境、鉄道上、河川港の統合検海港や海港、国境、鉄道上、河川港の統合検、インド国内国境、インド国内鉄道上、インド国内河川港や海港、国境、鉄道上、河川港の統合検の観点から、インド国内統合検
問所の空港や海港、国境、鉄道上、河川港の統合検(ICP)ICP))において、インド国内全旅客の入国を禁止します。の観点から、インド国内入国を禁止します。禁止します。します。
なお、インド国内貿易品や必需品、供給品などを積載している貨物便や海港、国境、鉄道上、河川港の統合検必需品や必需品、供給品などを積載している貨物便、インド国内供給品や必需品、供給品などを積載している貨物便などを禁止します。積載している貨物便している貨物便貨物便/貨物船/車両/貨物車の観点から、インド国内乗員、インド国内乗務員、インド国内作業補助
員、インド国内清掃員等については、この規制の対象外とします。ただし、新型コロナウィルス感染症予防のため、については、インド国内この観点から、インド国内規制の対象外とします。ただし、新型コロナウィルス感染症予防のため、の観点から、インド国内対象外とします。ただし、新型コロナウィルス感染症予防のため、とします。ただし、インド国内新型コロナウィルス感染症予防のため、コロナウィルス感染症予防のため、感染症予防の観点から、インド国内の観点から、インド国内ため、インド国内
入国時医療検査が必須となります。が必須となります。必須となります。となります。
2. 全ての観点から、インド国内 EU 加盟国(ICP)オース感染症予防のため、トリア、インド国内ベルギー、インド国内ブルガリア、インド国内クロアチア、インド国内キプロス感染症予防のため、、インド国内チェコ、インド国内デンマーク、インド国内
エス感染症予防のため、トニア、インド国内フィンランド国内、インド国内フランス感染症予防のため、、インド国内ド国内イツ、インド国内ギリシャ、インド国内ハンガリー、インド国内アイルランド国内、インド国内イタリア、インド国内ラト
ビア、インド国内リトアニア、インド国内ルクセンブルグ、インド国内マルタ、インド国内オランダ、インド国内ポーランド国内、インド国内ポルトガル、インド国内ルーマニア、インド国内ス感染症予防のため、ロバ
キア、インド国内ス感染症予防のため、ロベニア、インド国内ス感染症予防のため、ペイン、インド国内ス感染症予防のため、ウェーデン)、インド国内欧州自由貿易連合国(ICP)アイス感染症予防のため、ランド国内、インド国内リヒテンシュタイン、インド国内
ノルウェー、インド国内ス感染症予防のため、イス感染症予防のため、)、インド国内トルコや海港、国境、鉄道上、河川港の統合検イギリス感染症予防のため、からの観点から、インド国内旅行者について、陸路について、インド国内陸路/空路/海路といった入国経路に関わわ
らず、インド国内インド国内への観点から、インド国内入国を禁止します。禁止します。します。この観点から、インド国内入国禁止します。措置はインドへ渡航しようとする全ての外国人が所在はインド国内へ渡航しようとする全ての外国人が所在しようとする貨物便全ての観点から、インド国内外とします。ただし、新型コロナウィルス感染症予防のため、国人が所在が必須となります。所の空港や海港、国境、鉄道上、河川港の統合検在
する貨物便最初の出発地空港・港において、の観点から、インド国内出発地空港や海港、国境、鉄道上、河川港の統合検・港や海港、国境、鉄道上、河川港の統合検において、インド国内2020 年 3 月 18 日 12:00GMT を禁止します。迎えた時点で発効しています。なおえた時点から、インド国内で発効しています。なお発効しています。なおしています。なお、インド国内
これは 2020 年 3 月 31 日まで発効しています。なおの観点から、インド国内一時的措置はインドへ渡航しようとする全ての外国人が所在で発効しています。なおす。
3. すでに関する渡航及びビザ情報発効済みのみの下記ビザ情報制限については、引き続き有効です。に関する渡航及びビザ情報ついては、引き続き有効です。き続き有効です。続き有効です。き続き有効です。有効です。
i.
申請者について、陸路の観点から、インド国内国籍に関わらず、全てのインドビザをに関わわらず、インド国内全ての観点から、インド国内インド国内ビザをを禁止します。 2020 年 5 月 3 日まで発効しています。なお一時的に停止します。します。なお、インド国内外交官、
公用いパス感染症ポート所持者、国連や国際機関職員に発給されたビザ、また雇用ビザ・プロジェクトビザ、民間所持者、国連や国際機関職員に発給されたビザ、また雇用ビザ・プロジェクトビザ、民間や国際機関職員に発給されたビザ、また雇用ビザ・プロジェクトビザ、民間国際機関する渡航及びビザ情報職員に発給されたビザ、また雇用ビザ・プロジェクトビザ、民間に関する渡航及びビザ情報発給されたビザ、また雇用ビザ・プロジェクトビザ、民間されたビザ情報、また雇用いビザ情報・プロジェクト所持者、国連や国際機関職員に発給されたビザ、また雇用ビザ・プロジェクトビザ、民間ビザ情報、民間
航空会社の定期便乗務員に対し発給されたビザは対象外の定期便乗務員に発給されたビザ、また雇用ビザ・プロジェクトビザ、民間に関する渡航及びビザ情報対し発給されたビザは対象外し発給されたビザ、また雇用ビザ・プロジェクトビザ、民間されたビザ情報は対し発給されたビザは対象外象外とします。
ii.
現時点でインド国内に滞在中の全ての外国人の方が所持するビザについては、引き続き有効とします。でインド大使館 東京国内に滞在中の全ての外国人の方が所持するビザについては、引き続き有効とします。に関する渡航及びビザ情報滞在中の全ての外国人の方が所持するビザについては、引き続き有効とします。の全ての外国人の方が所持するビザについては、引き続き有効とします。ての外国人の方が所持するビザについては、引き続き有効とします。の方が所持するビザについては、引き続き有効とします。が所持するビザについては、引き続き有効とします。所持する渡航及びビザ情報ビザ情報に関する渡航及びビザ情報ついては、引き続き有効です。き続き有効です。続き有効です。き続き有効です。有効とします。 滞
在期間の延長やビザ種別の変更を希望される方、または領事サービスの利用を希望される方は、の観点から、インド国内延長やビザ種別の変更を希望される方、または領事サービスの利用を希望される方は、や海港、国境、鉄道上、河川港の統合検ビザを種別の変更を希望される方、または領事サービスの利用を希望される方は、の観点から、インド国内変更を希望される方、または領事サービスの利用を希望される方は、を禁止します。希望される方、または領事サービスの利用を希望される方は、される貨物便方、インド国内または領事サービスの利用を希望される方は、サービス感染症予防のため、の観点から、インド国内利用を希望される方は、を禁止します。希望される方、または領事サービスの利用を希望される方は、される貨物便方は、インド国内 e-FRRO
モジュールから最寄りのりの観点から、インド国内 FRRO/FRO にご連絡ください。なお、コロナウィルス感染症拡大の影響により連絡ください。なお、コロナウィルス感染症拡大の影響によりください。なお、インド国内コロナウィルス感染症予防のため、感染症拡大の観点から、インド国内影響によりにより、インド国内
ビザをサービス感染症予防のため、の観点から、インド国内利用を希望される方は、を禁止します。余儀なくされた方については、無料でサービスを提供します。なくされた方については、インド国内無料でサービスを提供します。で発効しています。なおサービス感染症予防のため、を禁止します。提供します。
iii.
現時点でインド国内に滞在中の全ての外国人の方が所持するビザについては、引き続き有効とします。でインド大使館 東京国内に滞在中の全ての外国人の方が所持するビザについては、引き続き有効とします。に関する渡航及びビザ情報滞在中の全ての外国人の方が所持するビザについては、引き続き有効とします。の外国人の方が所持するビザについては、引き続き有効とします。が所持するビザについては、引き続き有効とします。所持する渡航及びビザ情報 OCI カード大使館 東京は、引き続き有効です。き続き有効です。続き有効です。き続き有効です。有効です。
iv.
OCI カード所持者に認められているビザ免除措置所持者に認められているビザ免除措置に認められているビザ免除措置認められているビザ免除措置められているビザ免除措置ビザ免除措置免除措置は、2020 年 5 月 3 日まで一時的に停止します。まで一時的に停止します。一時的に停止します。に認められているビザ免除措置停止します。します。この停停
止措置は、インドへ渡航しようとする全てのは、インドへ渡航しようとする全てのインドへ渡航しようとする全てのへ渡航しようとする全ての渡航しようとする全てのしようとする全ての全てのての停 OCI カードへ渡航しようとする全ての所持者が所在する空港・港において、が所在する空港・港において、所在する空港・港において、する全ての空港・港において、インドへ渡航しようとする全ての2020 年 3
月 13 日 12:00GMT(ICP)日本時間 21:00)を迎えた時点で発効し迎えた時点で発効しえた時点で発効し時点で発効しで発効し発効ししたもの観点から、インド国内で発効しています。なおす。
v.
や海港、国境、鉄道上、河川港の統合検むを禁止します。得ない事情でインドへの渡航を希望する外国人の方ない事サービスの利用を希望される方は、情でインドへの渡航を希望する外国人の方で発効しています。なおインド国内への観点から、インド国内渡航しようとする全ての外国人が所在を禁止します。希望される方、または領事サービスの利用を希望される方は、する貨物便外とします。ただし、新型コロナウィルス感染症予防のため、国人が所在の観点から、インド国内方(ICP)OCI カ所の空港や海港、国境、鉄道上、河川港の統合検ード国内所の空港や海港、国境、鉄道上、河川港の統合検持者について、陸路を禁止します。含むむ)は、インド国内最寄りのりの観点から、インド国内在外とします。ただし、新型コロナウィルス感染症予防のため、イ
ンド国内公館にて新規ビザ申請を行ってください。にて新規ビザを申請を禁止します。行ってください。
vi.
国境を禁止します。越える国際交通については、インド政府内務省が指定する国境検問所を通る経路に限定されていまえる貨物便国際交通については、インド政府内務省が指定する国境検問所を通る経路に限定されていまについては、インド国内インド国内政府内務省が指定する国境検問所を通る経路に限定されていまが必須となります。指定する国境検問所を通る経路に限定されていまする貨物便国境検問所の空港や海港、国境、鉄道上、河川港の統合検を禁止します。通については、インド政府内務省が指定する国境検問所を通る経路に限定されていまる貨物便経路に限定する国境検問所を通る経路に限定されていまされていま
す。詳細は、インド政府内務省がは、インド国内インド国内政府内務省が指定する国境検問所を通る経路に限定されていまが必須となります。 2020 年 3 月 14 日に発出した通については、インド政府内務省が指定する国境検問所を通る経路に限定されていま達(ICP)O.M.No.255022/12/2017-Imm)を禁止します。ご連絡ください。なお、コロナウィルス感染症拡大の影響により参
照ください。ください。
インド大使館 東京政府健康家族保健省が順守を義務付ける渡航情報を発出しています。が所持するビザについては、引き続き有効とします。順守を義務付ける渡航情報を発出しています。を追加適用い義務付ける渡航情報を発出しています。ける渡航及びビザ情報渡航情報を追加適用い発出しています。しています。
i. アフガニス感染症予防のため、タン、インド国内フィリピン及びマレーシアからの旅行者の入国を即時禁止します。インド標準時びマレーシアからの旅行者の入国を即時禁止します。インド標準時マレーシアからの観点から、インド国内旅行者について、陸路の観点から、インド国内入国を禁止します。即時禁止します。します。インド国内標準時
15:00 以降、インド国内これらの観点から、インド国内国からインド国内に向かう航空便は全て出発できなくなります。出発港の航空会社かう航しようとする全ての外国人が所在空便は全て出発で発効しています。なおきなくなります。出発港や海港、国境、鉄道上、河川港の統合検の観点から、インド国内航しようとする全ての外国人が所在空会社
は、インド国内これらの観点から、インド国内国からインド国内に向かう航空便は全て出発できなくなります。出発港の航空会社かう全ての観点から、インド国内航しようとする全ての外国人が所在空便にこの観点から、インド国内措置はインドへ渡航しようとする全ての外国人が所在を禁止します。適用を希望される方は、しなければなりません。なお、インド国内こ
の観点から、インド国内措置はインドへ渡航しようとする全ての外国人が所在は 2020 年 5 月 3 日 18:30 (ICP)GMT)まで発効しています。なおの観点から、インド国内、インド国内一時的措置はインドへ渡航しようとする全ての外国人が所在で発効しています。なおす。
ii. イタリア、または韓国からインド国内へ入国しようとする貨物便旅行者について、陸路及びマレーシアからの旅行者の入国を即時禁止します。インド標準時びマレーシアからの旅行者の入国を即時禁止します。インド標準時これらの観点から、インド国内国への観点から、インド国内渡航しようとする全ての外国人が所在歴がありインドが必須となります。ありインド国内
への観点から、インド国内入国を禁止します。希望される方、または領事サービスの利用を希望される方は、する貨物便旅行者について、陸路については、インド国内イタリアまたは韓国の観点から、インド国内保健当局指定する国境検問所を通る経路に限定されていまの観点から、インド国内検査が必須となります。機関わが必須となります。発行する貨物便
COVID-19 検査が必須となります。陰性証明書が必要となります。この措置はが必須となります。必要となります。この措置はとなります。この観点から、インド国内措置はインドへ渡航しようとする全ての外国人が所在は 2020 年 3 月 10 日 0 時から COVID-19 の観点から、インド国内流行
終了が確認されるまで適用となる一時的措置です。が必須となります。確認されるまで適用となる一時的措置です。される貨物便まで発効しています。なお適用を希望される方は、となる貨物便一時的措置はインドへ渡航しようとする全ての外国人が所在で発効しています。なおす。
iii. 中国、インド国内イタリア、インド国内イラン、インド国内韓国、インド国内フランス感染症予防のため、、インド国内ス感染症予防のため、ペインそしてド国内イツからインド国内へ入国しようとする貨物便イ
ンド大使館 東京人の方が所持するビザについては、引き続き有効とします。を追加適用い含む全ての旅行者む全ての旅行者全ての外国人の方が所持するビザについては、引き続き有効とします。ての旅行者、インド国内また 2020 年 2 月 15 日以降にこれらの観点から、インド国内国に渡航したことのある渡航及びビザ情報インド大使館 東京人の方が所持するビザについては、引き続き有効とします。
を追加適用い含む全ての旅行者む全ての旅行者全ての外国人の方が所持するビザについては、引き続き有効とします。ての旅行者に対し、インド国内最短 14 日の観点から、インド国内隔離措置はインドへ渡航しようとする全ての外国人が所在を禁止します。行います。この観点から、インド国内隔離措置はインドへ渡航しようとする全ての外国人が所在は、インド国内インド国内へ渡航しようとする全ての外国人が所在しよ
うとする貨物便全ての観点から、インド国内外とします。ただし、新型コロナウィルス感染症予防のため、国人が所在が必須となります。所の空港や海港、国境、鉄道上、河川港の統合検在する貨物便空港や海港、国境、鉄道上、河川港の統合検・港や海港、国境、鉄道上、河川港の統合検において、インド国内2020 年 3 月 13 日 12:00GMT(ICP)日本時間の延長やビザ種別の変更を希望される方、または領事サービスの利用を希望される方は、 21:00)を禁止します。
迎えた時点で発効しています。なおえた時点から、インド国内で発効しています。なお発効しています。なおしています。
iv. アラブ首長やビザ種別の変更を希望される方、または領事サービスの利用を希望される方は、国連邦、インド国内カ所の空港や海港、国境、鉄道上、河川港の統合検タール、インド国内オマーンそしてクウェートからの観点から、インド国内旅行者について、陸路には、インド国内最低 14 日間の延長やビザ種別の変更を希望される方、または領事サービスの利用を希望される方は、の観点から、インド国内隔離措
置はインドへ渡航しようとする全ての外国人が所在が必須となります。義務付けられます。この入国禁止措置はインドへ渡航しようとする全ての外国人が所在する最初けられます。この観点から、インド国内入国禁止します。措置はインドへ渡航しようとする全ての外国人が所在はインド国内へ渡航しようとする全ての外国人が所在しようとする貨物便全ての観点から、インド国内外とします。ただし、新型コロナウィルス感染症予防のため、国人が所在が必須となります。所の空港や海港、国境、鉄道上、河川港の統合検在する貨物便最初の出発地空港・港において、
の観点から、インド国内出発地空港や海港、国境、鉄道上、河川港の統合検・港や海港、国境、鉄道上、河川港の統合検において、インド国内2020 年 3 月 18 日 12:00GMT を禁止します。迎えた時点で発効しています。なおえた時点から、インド国内で発効しています。なお発効しています。なおしています。
v. インド大使館 東京人の方が所持するビザについては、引き続き有効とします。を追加適用い含む全ての旅行者む全ての旅行者全ての外国人の方が所持するビザについては、引き続き有効とします。ての旅行者に関する渡航及びビザ情報対し発給されたビザは対象外し、不要となります。この措置は不急の来印は控えるよう勧告いたします。入国後、最短での観点から、インド国内来印は控えるよう勧告いたします。入国後、最短では控えるよう勧告いたします。入国後、最短でえる貨物便よう勧告いたします。入国後、最短でいたします。入国後、インド国内最短で発効しています。なお
14 日間の延長やビザ種別の変更を希望される方、または領事サービスの利用を希望される方は、の観点から、インド国内隔離措置はインドへ渡航しようとする全ての外国人が所在の観点から、インド国内対象となります。ご連絡ください。なお、コロナウィルス感染症拡大の影響により留意ください。ください。

vi. インド大使館 東京国民に関する渡航及びビザ情報ついては、引き続き中国、イタリア、イラン、韓国、日本、フランス、スペインそしてき続き中国、イタリア、イラン、韓国、日本、フランス、スペインそしてき中国、インド国内イタリア、インド国内イラン、インド国内韓国、インド国内日本、インド国内フランス感染症予防のため、、インド国内ス感染症予防のため、ペインそして
ド国内イツへの観点から、インド国内渡航しようとする全ての外国人が所在を禁止します。控えるよう勧告いたします。入国後、最短でえる貨物便よう、インド国内強く勧告いたします。く勧告いたします。入国後、最短でいたします。
vii. インド国内に帰国する貨物便全ての観点から、インド国内海外とします。ただし、新型コロナウィルス感染症予防のため、旅行者について、陸路の観点から、インド国内方は、インド国内政府発出の観点から、インド国内禁止します。・注意ください。事サービスの利用を希望される方は、項に従い、健康観察を行ってくに従い、健康観察を行ってくい、インド国内健康観察を行ってくを禁止します。行ってく
ださい。
viii.国境を禁止します。越える国際交通については、インド政府内務省が指定する国境検問所を通る経路に限定されていまえる貨物便国際交通については、インド政府内務省が指定する国境検問所を通る経路に限定されていまについては、インド国内強く勧告いたします。力な検疫設備を備えた国境検疫所を通過するルートのみに限定な検疫設備を備えた国境検疫所を通過するルートのみに限定を禁止します。備を備えた国境検疫所を通過するルートのみに限定えた国境検疫所の空港や海港、国境、鉄道上、河川港の統合検を禁止します。通については、インド政府内務省が指定する国境検問所を通る経路に限定されていま過するルートのみに限定する貨物便ルートの観点から、インド国内みに限定する国境検問所を通る経路に限定されていま
されています。インド国内政府内務省が指定する国境検問所を通る経路に限定されていまが必須となります。別の変更を希望される方、または領事サービスの利用を希望される方は、途発出する貨物便通については、インド政府内務省が指定する国境検問所を通る経路に限定されていま告いたします。入国後、最短でを禁止します。ご連絡ください。なお、コロナウィルス感染症拡大の影響により確認されるまで適用となる一時的措置です。ください。
ix. なお、インド国内インド国内の観点から、インド国内入国される貨物便全ての観点から、インド国内外とします。ただし、新型コロナウィルス感染症予防のため、国人が所在旅行者について、陸路の観点から、インド国内方は、インド国内入国審査が必須となります。の観点から、インド国内際、インド国内個人が所在情でインドへの渡航を希望する外国人の方報やインド国内におけや海港、国境、鉄道上、河川港の統合検インド国内国内におけ
る貨物便連絡ください。なお、コロナウィルス感染症拡大の影響により先(ICP)電話番号や滞在先住所等や海港、国境、鉄道上、河川港の統合検滞在先住所の空港や海港、国境、鉄道上、河川港の統合検等については、この規制の対象外とします。ただし、新型コロナウィルス感染症予防のため、)や海港、国境、鉄道上、河川港の統合検旅行履歴がありインド等については、この規制の対象外とします。ただし、新型コロナウィルス感染症予防のため、を禁止します。記した正式な自己申告書をした正式な自己申告書をな自己申告いたします。入国後、最短で書が必要となります。この措置はを禁止します。 2 通については、インド政府内務省が指定する国境検問所を通る経路に限定されていま作成し、入国港のし、インド国内入国港や海港、国境、鉄道上、河川港の統合検の観点から、インド国内
保健担当官及びマレーシアからの旅行者の入国を即時禁止します。インド標準時びマレーシアからの旅行者の入国を即時禁止します。インド標準時入国管理官に提出する貨物便必要となります。この措置はが必須となります。あります。
x. 健康に関わする貨物便問い合わせは、インド国内インド国内政府健康家族保健省が指定する国境検問所を通る経路に限定されていまにお寄りのせください。電話番号や滞在先住所等は、インド国内+91-113798046 (ICP)年中無休)で発効しています。なおす。または、インド国内メールで発効しています。なおも受け付けています。メールアドレスはけ付けられます。この入国禁止措置はインドへ渡航しようとする全ての外国人が所在する最初けています。メールアド国内レス感染症予防のため、は、インド国内
ncov2019@gmail.com で発効しています。なおす。
インド大使館 東京民間航空局(COVID-19)DGCA))発出しています。
インド大使館 東京国内に滞在中の全ての外国人の方が所持するビザについては、引き続き有効とします。空港と外国空港間で国際定期便を運航するインド国内及び海外の航空事業者向けと外国空港と外国空港間で国際定期便を運航するインド国内及び海外の航空事業者向け間で国際定期便を追加適用い運航する渡航及びビザ情報インド大使館 東京国内に滞在中の全ての外国人の方が所持するビザについては、引き続き有効とします。及びビザ情報びビザ情報海外の航空事業者向けけ
COVID-19) 関する渡航及びビザ情報連や国際機関職員に発給されたビザ、また雇用ビザ・プロジェクトビザ、民間規制情報
i. 全ての観点から、インド国内国際旅客の入国を禁止します。定する国境検問所を通る経路に限定されていま期便について、インド国内その観点から、インド国内運航しようとする全ての外国人が所在を禁止します。 2020 年 5 月 3 日 18:30(ICP)GMT)(ICP)インド国内時間の延長やビザ種別の変更を希望される方、または領事サービスの利用を希望される方は、同日 23:59、インド国内日本
時間の延長やビザ種別の変更を希望される方、または領事サービスの利用を希望される方は、 5 月 4 日 3:30)まで発効しています。なお休止します。します。なお、インド国内国際貨物便や海港、国境、鉄道上、河川港の統合検 DGCA が必須となります。特別の変更を希望される方、または領事サービスの利用を希望される方は、に許可した航空便については、規した航しようとする全ての外国人が所在空便については、インド国内規
制の対象外とします。ただし、新型コロナウィルス感染症予防のため、の観点から、インド国内対象外とします。ただし、新型コロナウィルス感染症予防のため、とします。
ii. 2020 年 3 月 22 日 0:01(ICP)GMT)(ICP)インド国内時間の延長やビザ種別の変更を希望される方、または領事サービスの利用を希望される方は、同日 5:30)以降、インド国内海外とします。ただし、新型コロナウィルス感染症予防のため、の観点から、インド国内国際空港や海港、国境、鉄道上、河川港の統合検を禁止します。出発する貨物便全ての観点から、インド国内インド国内向かう航空便は全て出発できなくなります。出発港の航空会社け
定する国境検問所を通る経路に限定されていま期旅客の入国を禁止します。便の観点から、インド国内運航しようとする全ての外国人が所在を禁止します。禁じています。この観点から、インド国内運航しようとする全ての外国人が所在禁止します。措置はインドへ渡航しようとする全ての外国人が所在は、インド国内2020 年 5 月 3 日 18:30(ICP)GMT)(ICP)インド国内時間の延長やビザ種別の変更を希望される方、または領事サービスの利用を希望される方は、同日
23:59、インド国内日本時間の延長やビザ種別の変更を希望される方、または領事サービスの利用を希望される方は、 5 月 4 日 3:30)まで発効しています。なお適用を希望される方は、されます。
iii. 上記した正式な自己申告書を規制の対象外とします。ただし、新型コロナウィルス感染症予防のため、発効しています。なおから 20 時間の延長やビザ種別の変更を希望される方、または領事サービスの利用を希望される方は、以内にインド国内に到着する民間旅客機については、着陸を許可します。する貨物便民間の延長やビザ種別の変更を希望される方、または領事サービスの利用を希望される方は、旅客の入国を禁止します。機については、インド国内着する民間旅客機については、着陸を許可します。陸を禁止します。許可した航空便については、規します。
iv. 従い、健康観察を行ってくって、インド国内2020 年 3 月 22 日 20:01 (ICP)インド国内時間の延長やビザ種別の変更を希望される方、または領事サービスの利用を希望される方は、 23 日同日 1:31)以降に、インド国内インド国内国内の観点から、インド国内空港や海港、国境、鉄道上、河川港の統合検に到着する民間旅客機については、着陸を許可します。した国際
旅客の入国を禁止します。便の観点から、インド国内乗客の入国を禁止します。(ICP)外とします。ただし、新型コロナウィルス感染症予防のため、国人が所在及びマレーシアからの旅行者の入国を即時禁止します。インド標準時びマレーシアからの旅行者の入国を即時禁止します。インド標準時インド国内人が所在)は、インド国内降機で発効しています。なおきません。
v. インド国内政府が必須となります。これまで発効しています。なおに発出した COVID-19 感染国、インド国内中国、インド国内イラン、インド国内EU 各国、インド国内EU FTA 各国、インド国内トルコ、インド国内イ
ギリス感染症予防のため、、インド国内アフガニス感染症予防のため、タン、インド国内フィリピンそしてマレーシアからの観点から、インド国内旅行者について、陸路に対する貨物便規制の対象外とします。ただし、新型コロナウィルス感染症予防のため、及びマレーシアからの旅行者の入国を即時禁止します。インド標準時びマレーシアからの旅行者の入国を即時禁止します。インド標準時 2020 年 2 月 15
日以降にこれらの観点から、インド国内国を禁止します。訪問した履歴がありインドの観点から、インド国内ある貨物便旅行者について、陸路に対する貨物便渡航しようとする全ての外国人が所在規制の対象外とします。ただし、新型コロナウィルス感染症予防のため、については引き続き中国、イタリア、イラン、韓国、日本、フランス、スペインそしてき続き中国、イタリア、イラン、韓国、日本、フランス、スペインそしてき有効しています。なおとします。
いかなる貨物便民間の延長やビザ種別の変更を希望される方、または領事サービスの利用を希望される方は、航しようとする全ての外国人が所在空事サービスの利用を希望される方は、業者について、陸路も、インド国内上記した正式な自己申告書をに該当する貨物便旅行者について、陸路を禁止します。搭乗させ、インド国内インド国内国内で発効しています。なお降機させてはなりません。
vi. 上記した正式な自己申告書を規制の対象外とします。ただし、新型コロナウィルス感染症予防のため、については、インド国内これまで発効しています。なお発出及びマレーシアからの旅行者の入国を即時禁止します。インド標準時びマレーシアからの旅行者の入国を即時禁止します。インド標準時発効しています。なお済みの渡航制限みの観点から、インド国内渡航しようとする全ての外国人が所在制の対象外とします。ただし、新型コロナウィルス感染症予防のため、限/規制の対象外とします。ただし、新型コロナウィルス感染症予防のため、に追加する貨物便もの観点から、インド国内で発効しています。なおす。また、インド国内全ての観点から、インド国内規
制の対象外とします。ただし、新型コロナウィルス感染症予防のため、・制の対象外とします。ただし、新型コロナウィルス感染症予防のため、限は COVID-19 感染症拡大防の観点から、インド国内止します。に向かう航空便は全て出発できなくなります。出発港の航空会社けた一時的措置はインドへ渡航しようとする全ての外国人が所在で発効しています。なおあり、インド国内今後、インド国内政府による貨物便再検討の対象となの観点から、インド国内対象とな
ります。ご連絡ください。なお、コロナウィルス感染症拡大の影響により留意ください。ください。
新型コロナウィルス感染症コロナウィルス感染症感染症関する渡航及びビザ情報連や国際機関職員に発給されたビザ、また雇用ビザ・プロジェクトビザ、民間ビザ情報規制に関する渡航及びビザ情報関する渡航及びビザ情報する渡航及びビザ情報よくある渡航及びビザ情報質問はこちら
新型コロナウィルス感染症コロナウィルス感染症感染症ヘルプラン(COVID-19)年中の全ての外国人の方が所持するビザについては、引き続き有効とします。無休): 011-24300666
Email id: support.covid19)-boi@gov.in
****
* GMT (ICP)グリニッジ標準時)
発信元: インド国内政府入国管理局：　
19-0

2020 年 4 月 16 日

https://boi.gov.in/content/advisory-travel-and-visa-restrictions-related-covid-

Embassy of India
Tokyo
***
Revised Travel & Visa A)dvisory for prevention and management of COVID-19)
In addition to the Visa & Travel restrictions already in place, the following visa & travel restriction shall also
come into effect from 1200 GMT on March 18, 2020.
1. All incoming passenger traffic, on all 107 Immigration Check P)osts which includes all Airport ICP)s, all Seaport ICP)s
all Land P)ort ICP)s, all Rail P)ort ICP)s and all River P)ort ICP)s, is prohibited, in the view of the spread of COVID-19.
Vehicles/Trains carrying goods for the trade or essential goods and supplies are exempted from this prohibition
along with their crew, driver, helper, cleaner etc. subject to their thorough screening by the medical staff for
COVID-19.
2. All passengers coming from European Union (ICP)Austria, Belgium, Bulgaria, Croatia, Cyprus, Czech Republic,
Denmark, Estonia, Finland, France, Germany, Greece, Hungary, Ireland, Italy, Latvia, Lithuania, Luxembourg, Malta,
Netherlands, P)oland, P)ortugal, Romania, Slovakia, Slovenia, Spain and Sweden), European Free Trade Association
(ICP)Iceland, Liechtenstein, Norway and Switzerland), Turkey and United Kingdom have been prohibited from
entering India from any of the Land/Air/Seaport ICP)s. This restriction shall come into effect from 1200 hrs GMT
on March 18, 2020 at the port of first departure, and shall remain till March 31, 2020 and is a temporary measure.
3. The earlier visa restrictions, as mentioned below, shall also remain in force;
i.
All existing visas issued to nationals of any country except those issued to Diplomats, Officials passport
holders, those in UN/International Organizations, those on Employment, Project visas and those who
are operating aircrew of scheduled commercial airlines, and who have not yet entered India, stand
suspended w.e.f. 1200 GMT on March 13, 2020 till May 03, 2020.
ii.
Visas of all foreign nationals already in India remain valid. They may contact the nearest FRRO/FRO
through e-FRRO module for extension/conversion, etc. of their visa or for grant of any consular service. Visa
services granted on account of COVID-19 are GRATIS.
iii.
The validity of OCI cards of foreigners presently in India shall remain.
iv.
Visa free travel facility granted to OCI card holders who are not in India presently, has been kept in
abeyance till May 03, 2020. This will come into effect from 1200 GMT (COVID-19)2100 JST) on 13th March 2020 at the
port of departure of any foreigner for onward journey to India.
v.
Any foreign national (ICP)including OCI cardholder) who intends to travel to India for compelling reason may
contact the nearest Indian Mission for fresh visa.
vi.
International traffic through land borders will be restricted to Designated check post, to be notified by
Ministry of Home Affairs vide O.M. No.25022/12/2017-Imm dated March 14, 2020.
Mandatory compliance of Travel A)dvisory issued by Ministry of Health and Family Welfare, Govt. of India
i.
Travel of passengers from Afghanistan, P)hilippines, and Malaysia to India is prohibited with immediate effect.
No Flight shall take-off from these countries to India after 1500 hours (ICP)Indian Standard Time, IST) of 17th
March 2020. The Airlines shall enforce this at the port of initial departure. These instructions shall remain in
force till 1830 hrs GMT of May 03, 2020.
ii.
P)assengers traveling from/having visited Italy or Republic of Korea and desirous of entering India will need
certificate of having tested negative for COVID19 from the designated laboratories authorized by the Health
Authorities of these countries. This is in enforcement since 0000 hrs of 10th March 2020 and is a temporary
measure till cases of COVID19 subside.
iii.
A)ll incoming travelers, including Indian nationals, arriving from or having visited China, Italy, Iran,
Republic of Korea, France, Spain and Germany after 15th February, 2020 shall be quarantined for a minimum
period of 14 days. This will come into effect from 1200 GMT (COVID-19)2100 JST) on 13th March 2020 at the port of
departure.
iv.
All passengers coming from UAE, Qatar, Oman and Kuwait will be placed under compulsory quarantine for a
minimum period of 14 days which shall come into effect from 1200 hrs GMT on March 18, 2020 at the port of
first departure.
v.
Incoming travelers, including Indian nationals, are advised to avoid non-essential travel and are informed
that they can be quarantined for a minimum of 14 days on their arrival in India.
vi.
Indian nationals are further strongly advised to refrain from travelling to China, Italy, Iran, Republic of Korea,
Japan, France, Spain and Germany.

vii.
viii.
ix.

x.

All incoming international passengers returning to India should self-monitor their health and follow required
do’s and don’ts as detailed by the Government.
International traffic through land borders will be restricted to designated check posts with robust screening
facilities. These will be notified separately by Ministry of Home Affairs.
All international passengers entering into India are required to furnish duly filled self-declaration form in
duplicate (ICP)including personal particulars i.e. phone no. and address in India) to Health Officials and
Immigration officials and undergo Universal Health Screening at the designated health counters at all P)oints of
Entry.
For any queries related to health, people may contact Ministry of Health & Family Welfare 24*7 helpline
number (ICP)+91-11-3978046) or email at (ICP)ncov2019@gmail.com).

Mandatory compliance of Travel and Visa restrictions related to COVID-19) from Director General of Civil
A)viation to be followed by all scheduled Indian and Foreign A)irlines engaged in International air
transportation to/from India:
i.
All scheduled international commercial passenger services shall remain closed till 1830 Hrs GMT (ICP)2359 hrs
IST) of May 03, 2020 [0330 JST of May 04, 2020]. However, this restriction will not apply to international
cargo operations and flights especially approved by DGCA.
ii.
No scheduled international commercial passenger aircraft shall take from any foreign airport for any airport
in India, after 0001 hrs GMT of March 22, 2020 (ICP)0530 hrs Indian Standard Time (ICP)IST) of March 22, 2020).
These instructions shall remain in force till 1830 hrs GMT (ICP)2359 hrs IST) of May 03, 2020 [0330 JST of May 04,
2020].
iii.
A maximum travel time of 20 hours is permissible for such commercial aircraft to land in India.
iv.
As such, no incoming scheduled international commercial passenger aircraft shall be allowed to disembark its
passengers on Indian soil (ICP)Foreigner or Indian) after 2001 hrs GMT of March 22, 2020 (ICP)0131 hrs IST of March
23, 2020).
v.
All passengers who have visited COVID-19 affected countries duly identified by Government of India in earlier
travel advisories, who have visited these countries on or after February 15, 2020; and which are mentioned
hereunder again:- China, Iran and EU, EU FTA, Turkey, UK (ICP)from where passengers have been prohibited from
entering India from Afghanistan, P)hilippines and Malaysia (ICP)in force from March 17), shall remain in force and
no scheduled international commercial airline shall carry or disembark such passengers on Indian soil.
vi.
These instructions are in addition to the travel restrictions/advisories already issued and under
implementation. The above are temporary measures to restrict the spread of COVID-19, and are subject to
review by Government.
FA)Qs on new visa restrictions COVID-19)
Helpline for COVID-19): (COVID-19)24X7) 011-24300666
Email id: support.covid19)-boi@gov.in
****
16 April 2020
* GMT (ICP)Greenwich Mean Time) & **JST (ICP)Japan Standard Time)
Reference: Bureau of Immigration. Government of India link https://boi.gov.in/content/advisory-travel-and-visarestrictions-related-covid-19-0

