Embassy of India
Tokyo, Japan
Travel and Visa restrictions related to COVID-19
In view of the spread of COVID-19, the following measures are being put in place with
immediate effect, with regard to travel to India.
(i)
All regular (sticker) Visas/e-Visas granted to nationals of France, Germany and Spain
and issued on or before 11.3.2020 and who have not yet entered India stand suspended with
immediate effect.
(ii)
All regular (Sticker) Visa/e-Visa (including Visa on Arrival for Japan and South Korea)
granted to nationals of Italy, Iran, South Korea, Japan and issued on or before 03.03.2020 and
who are not currently present in India remain suspended.
(iii) Regular (sticker) Visas/e-Visas granted to nationals of China issued on or before 5.2.2020
suspended earlier, continue to be suspended.
(iv)
Regular (sticker) Visas/e-Visas granted to all foreign nationals who have travelled to
China, Iran, Italy, South Korea, Japan, France, Germany and Spain on or after 1.2.2020
and who have not yet entered India stand suspended with immediate effect.
(v)
All aforementioned restricted categories of foreign nationals may not enter India from
any air, land or seaport ICPs. Those requiring to travel to India due to compelling reasons may
seek fresh visa from the nearest Indian embassy/consulate. Italian and South Korean nationals
who are granted fresh visa issued after 05.03.2020 should carry ‘Tested Negative for COVID19’ medical certificate from designated laboratories of Italy and South Korea. Similar certificate
needs to be carried by Indian nationals coming from Italy and South Korea.
(vi)
Visas of all foreigners 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 if they choose to do so.
(vii)
Holders of diplomatic passports, official passports, officials of UN and other international
bodies, OCI cardholders and air-crew from the above eight countries are exempted from such
restriction on entry. However, their medical screening on arrival is compulsory.
(viii) All foreign and Indian nationals entering into India from any port are required to
furnish a pair of duly filled self-declaration forms (including personal particulars i.e.
phone number and address in India) and travel history to health officials and immigration
officials at all arrival ports.
********
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インド大使館大使館
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)に関する入国及びビザの制限について関する入国及びビザの制限についてする入国及びビザの制限について入国及びビザの制限についてびビザの制限についてビザの制限についての制限について制限についてに関する入国及びビザの制限についてついて
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)の拡大を受け、インドへの入国について下記が拡大を受け、インドへの入国について下記が受け、インドへの入国について下記がけ、インドへの入国について下記がインド大使館への拡大を受け、インドへの入国について下記が入国について下記がについて下記が下記がが
即時適用されましたの拡大を受け、インドへの入国について下記がで、インドへの入国について下記がお知らせいたします。知らせいたします。らせいたします。
(i)
イタリア、インドへの入国について下記がイラン、インドへの入国について下記が韓国について下記がそして下記が日本国について下記が籍の方で、の拡大を受け、インドへの入国について下記が方で、で、インドへの入国について下記が 2020 年 3 月 3 日以前に通常のビザの拡大を受け、インドへの入国について下記がビザ(パ
ス感染症ポート貼付型貼付型コロナウィルス感染症)、インドへの入国について下記がe-Visa (日本人/韓国について下記が人対象の到着時ビザを含むの拡大を受け、インドへの入国について下記が到着時ビザを含むビザを受け、インドへの入国について下記が含むむ)の拡大を受け、インドへの入国について下記が発給を受けた方、を受け、インドへの入国について下記が受け、インドへの入国について下記がけた方で、、インドへの入国について下記がまた現時現時
点でインドに入国されていない方が所持するビザが、全て一時停止されました でインドに入国されていない方が所持するビザが、全て一時停止されました インドに入国されていない方が所持するビザが、全て一時停止されました に関する入国及びビザの制限について入国されていない方が所持するビザが、全て一時停止されました が所持するビザが、全て一時停止されました 所持するビザが、全て一時停止されました する入国及びビザの制限についてビザの制限についてが所持するビザが、全て一時停止されました 、全て一時停止されました 全て一時停止されました て一時停止されました されました現時 (種類・有効期
限についてに関する入国及びビザの制限について関する入国及びビザの制限についてわらず、全て一時停止されました 2020 年 3 月 3 日以前に関する入国及びビザの制限について発給されたビザでは入国できませんされた現時ビザの制限についてでインドに入国されていない方が所持するビザが、全て一時停止されました は入国できません入国でインドに入国されていない方が所持するビザが、全て一時停止されました きません )。上記が外国について下記が籍の方で、の拡大を受け、インドへの入国について下記が方で、
は、インドへの入国について下記がインド大使館国について下記が内全ての空港や港からの入国及び陸路での入国が出来なくなります。やむを得なて下記がの拡大を受け、インドへの入国について下記が空港や港からの入国及び陸路での入国が出来なくなります。やむを得なや港からの入国及び陸路での入国が出来なくなります。やむを得な港や港からの入国及び陸路での入国が出来なくなります。やむを得なからの拡大を受け、インドへの入国について下記が入国について下記が及び陸路での入国が出来なくなります。やむを得なび陸路での入国が出来なくなります。やむを得な陸路での入国が出来なくなります。やむを得なでの拡大を受け、インドへの入国について下記が入国について下記がが出来なくなります。やむを得ななくなります。や港からの入国及び陸路での入国が出来なくなります。やむを得なむを受け、インドへの入国について下記が得なな
い事情で入国を希望される方は、管轄のインド大使館及びインド総領事館にて、改めてビザ申で入国について下記がを受け、インドへの入国について下記が希望される方は、管轄のインド大使館及びインド総領事館にて、改めてビザ申される方は、管轄のインド大使館及びインド総領事館にて、改めてビザ申方で、は、インドへの入国について下記が管轄のインド大使館及びインド総領事館にて、改めてビザ申の拡大を受け、インドへの入国について下記がインド大使館大使館及び陸路での入国が出来なくなります。やむを得なび陸路での入国が出来なくなります。やむを得なインド大使館総領事館にて下記が、インドへの入国について下記が改めてビザ申めて下記がビザ申
請を行ってください。を受け、インドへの入国について下記が行ってください。って下記がください。
(ii)
2020 年 2 月 1 日また現時は入国できませんそれ以降に中国やイラン、イタリア、韓国、日本、フランス、に関する入国及びビザの制限について中国やイラン、イタリア、韓国、日本、フランス、イラン、全て一時停止されました イタリア、全て一時停止されました 韓国、全て一時停止されました 日本、全て一時停止されました フランス感染症、全て一時停止されました 
ドに入国されていない方が所持するビザが、全て一時停止されました イツそしてスペインに旅行した全ての外国人そしてス感染症ペインに関する入国及びビザの制限について旅行した全ての外国人した現時全て一時停止されました ての制限について外国人の拡大を受け、インドへの入国について下記が方で、で、インドへの入国について下記が通常のビザの拡大を受け、インドへの入国について下記がビザ(パス感染症ポート貼付型貼付型コロナウィルス感染症)、インドへの入国について下記がe-Visa
の拡大を受け、インドへの入国について下記が発給を受けた方、を受け、インドへの入国について下記が受け、インドへの入国について下記がけ、インドへの入国について下記が現時点でインドに入国されていない方が所持するビザが、全て一時停止されました でインドに入国されていない方が所持するビザが、全て一時停止されました インドに入国されていない方が所持するビザが、全て一時停止されました に関する入国及びビザの制限について入国されていない方が所持するビザが、全て一時停止されました が所持するビザが、全て一時停止されました 所持するビザが、全て一時停止されました する入国及びビザの制限について全て一時停止されました ての制限についてビザの制限についてに関する入国及びビザの制限についてついて一時停止されました 
措置が取られました。が所持するビザが、全て一時停止されました 取られました。られました現時。(現在お持ちのビザでは入国できませんお持ちのビザでは入国できません持するビザが、全て一時停止されました ちの制限についてビザの制限についてでインドに入国されていない方が所持するビザが、全て一時停止されました は入国できません入国でインドに入国されていない方が所持するビザが、全て一時停止されました きません)上記が条件に該当する外国籍の方に該当する外国籍の方する方は、管轄のインド大使館及びインド総領事館にて、改めてビザ申外国について下記が籍の方で、の拡大を受け、インドへの入国について下記が方で、
は、インドへの入国について下記がインド大使館国について下記が内全ての空港や港からの入国及び陸路での入国が出来なくなります。やむを得なて下記がの拡大を受け、インドへの入国について下記が空港や港からの入国及び陸路での入国が出来なくなります。やむを得なや港からの入国及び陸路での入国が出来なくなります。やむを得な港や港からの入国及び陸路での入国が出来なくなります。やむを得なからの拡大を受け、インドへの入国について下記が入国について下記が及び陸路での入国が出来なくなります。やむを得なび陸路での入国が出来なくなります。やむを得な陸路での入国が出来なくなります。やむを得なでの拡大を受け、インドへの入国について下記が入国について下記がが出来なくなります。やむを得ななくなります。や港からの入国及び陸路での入国が出来なくなります。やむを得なむを受け、インドへの入国について下記が得なな
い事情で入国を希望される方は、管轄のインド大使館及びインド総領事館にて、改めてビザ申で入国について下記がを受け、インドへの入国について下記が希望される方は、管轄のインド大使館及びインド総領事館にて、改めてビザ申される方は、管轄のインド大使館及びインド総領事館にて、改めてビザ申方で、は、インドへの入国について下記が管轄のインド大使館及びインド総領事館にて、改めてビザ申の拡大を受け、インドへの入国について下記がインド大使館大使館及び陸路での入国が出来なくなります。やむを得なび陸路での入国が出来なくなります。やむを得なインド大使館総領事館にて下記が、インドへの入国について下記が改めてビザ申めて下記がビザ申
請を行ってください。を受け、インドへの入国について下記が行ってください。って下記がください。
(iii)
(i)で記がされた国について下記がからインド大使館に入国について下記がしようとする方は、管轄のインド大使館及びインド総領事館にて、改めてビザ申外交官及び陸路での入国が出来なくなります。やむを得なび陸路での入国が出来なくなります。やむを得な国について下記が連やその他国際機関の職員や港からの入国及び陸路での入国が出来なくなります。やむを得なその拡大を受け、インドへの入国について下記が他国について下記が際機関の職員の拡大を受け、インドへの入国について下記が職員
の拡大を受け、インドへの入国について下記が方で、、インドへの入国について下記がOCI カード大使館所持者及び陸路での入国が出来なくなります。やむを得なび陸路での入国が出来なくなります。やむを得な航空機乗組員について下記がは入国について下記が制限から除外されますが、入国時医から除外されますが、インドへの入国について下記が入国について下記が時ビザを含む医
療検査が強制となります。が強制となります。
(iv)
全て一時停止されました ての制限について外国人また現時インドに入国されていない方が所持するビザが、全て一時停止されました 国民で、空港・国境・港の入国管理局からインドへ入国されるでインドに入国されていない方が所持するビザが、全て一時停止されました 、全て一時停止されました 空港・国境・港の制限について入国管理局からインドへ入国されるからインドに入国されていない方が所持するビザが、全て一時停止されました へ入国される入国される入国及びビザの制限について
方が所持するビザが、全て一時停止されました に関する入国及びビザの制限についてついては入国できません、全て一時停止されました 個人情報やインド国内における連絡先やイラン、イタリア、韓国、日本、フランス、インドに入国されていない方が所持するビザが、全て一時停止されました 国内における連絡先に関する入国及びビザの制限についてお持ちのビザでは入国できませんける入国及びビザの制限について連絡先 (電話番号や滞在先住所等やイラン、イタリア、韓国、日本、フランス、滞在お持ちのビザでは入国できません先住所等)やイラン、イタリア、韓国、日本、フランス、旅行した全ての外国人履歴等
を記した正式な自己申告書記した正式な自己申告書した現時正式な自己申告書な自己申告書 2 通を作成し、入国港の保健担当官及び入国管理官に提出する必要を記した正式な自己申告書作成し、入国港の保健担当官及び入国管理官に提出する必要し、全て一時停止されました 入国港の制限について保健担当官及びビザの制限についてびビザの制限について入国管理官に関する入国及びビザの制限について提出する必要する入国及びビザの制限について必要
が所持するビザが、全て一時停止されました あります。
(v)　中国や韓国、日本、イラン、イタリア、香港、マレーシア、タイ、そしてシンガポールへ中国について下記がや港からの入国及び陸路での入国が出来なくなります。やむを得な韓国について下記が、インドへの入国について下記が日本、インドへの入国について下記がイラン、インドへの入国について下記がイタリア、インドへの入国について下記が香港や港からの入国及び陸路での入国が出来なくなります。やむを得な、インドへの入国について下記がマレーシア、インドへの入国について下記がタイ、インドへの入国について下記がそして下記がシンガポールへ
の拡大を受け、インドへの入国について下記が渡航歴がある方については、インド入国日からがある方は、管轄のインド大使館及びインド総領事館にて、改めてビザ申方で、について下記がは、インドへの入国について下記がインド大使館入国について下記が日から 14 日間の自主検疫を勧告しています。自主検の拡大を受け、インドへの入国について下記が自主検疫を勧告しています。自主検を受け、インドへの入国について下記が勧告しています。自主検して下記がいます。自主検
疫を勧告しています。自主検の拡大を受け、インドへの入国について下記が必要性が生じた方の勤務先企業そして所属先団体の皆様には、在宅勤務を奨励するよう勧が生じた方の勤務先企業そして所属先団体の皆様には、在宅勤務を奨励するよう勧じた方で、の拡大を受け、インドへの入国について下記が勤務先企業そして所属先団体の皆様には、在宅勤務を奨励するよう勧そして下記が所属先団体の皆様には、在宅勤務を奨励するよう勧の拡大を受け、インドへの入国について下記が皆様には、在宅勤務を奨励するよう勧には、インドへの入国について下記が在宅勤務を受け、インドへの入国について下記が奨励するよう勧する方は、管轄のインド大使館及びインド総領事館にて、改めてビザ申よう勧
告しています。自主検いたします。
********
インド大使館大使館
東京、インドへの入国について下記が日本
2020 年 3 月 11 日

