Ministry of Home Affairs , Government of India
Graded relaxation in visa and travel restrictions
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In view of the situation arising out of the COVID-19 pandemic, the Government of India had taken a series of steps
to curtail the inward and outward movement of international passengers since February, 2020.
The Government has now decided to make a graded relaxation in visa and travel restrictions for more categories of
foreign nationals and Indian nationals who wish to enter or leave India. Therefore, it has been decided to permit all
OCI and PIO card holders and all other foreign nationals intending to visit India for any purpose, except on a Tourist
Visa to enter by air or water routes through authorized airports and seaport immigration check posts. This includes
flights operated under Vande Bharat Mission, Air Transport Bubble arrangements or by any non scheduled
commercial flights as allowed by the Ministry of Civil Aviation. All such travelers will, however have to strictly
adhere to the guidelines of the Ministry of Health and Family Welfare regarding quarantine and other health/COVID19 matters.
Under this graded relaxation, Government of India has also decided to restore with immediate effect all existing visas
(except electronic visa, Tourist Visa and Medical Visa). If the validity of such visas has expired, fresh visas of
appropriate categories can be obtained from Indian Mission/Posts concerned. Foreign nationals intending to visit
India for medical treatment can apply for a Medical Visa including for their medical attendants. Therefore, this
decision will enable foreign nationals to come to India for various purposes such as business, conferences,
employment, studies, research, medical purposes etc.
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新型コロナウイルス感染症の世界的流行が引き起こす様々な状況を鑑み、インド政府はコロナウイルス感染症の世界的流行が引き起こす様々な状況を鑑み、インド政府は感染症の世界的流行が引き起こす様々な状況を鑑み、インド政府はの世界的流行が引き起こす様々な状況を鑑み、インド政府は世界的流行が引き起こす様々な状況を鑑み、インド政府はが引き起こす様々な状況を鑑み、インド政府は引き起こす様々な状況を鑑み、インド政府はき起こす様々な状況を鑑み、インド政府は起こす様々な状況を鑑み、インド政府はこす様々な状況を鑑み、インド政府は様々な状況を鑑み、インド政府はな状況を鑑み、インド政府は状況を鑑み、インド政府はを鑑み、インド政府は鑑み、インド政府はみ、インド政府は政府はは 2020 年 2 月以
降、国際旅客の国内外への移動を抑制すべく、様々な施策を講じてきました。の世界的流行が引き起こす様々な状況を鑑み、インド政府は国内外への移動を抑制すべく、様々な施策を講じてきました。への世界的流行が引き起こす様々な状況を鑑み、インド政府は移動を抑制すべく、様々な施策を講じてきました。を鑑み、インド政府は抑制すべく、様々な施策を講じてきました。す様々な状況を鑑み、インド政府はべく、様々な状況を鑑み、インド政府はな状況を鑑み、インド政府は施策を講じてきました。を鑑み、インド政府は講じてきました。じてき起こす様々な状況を鑑み、インド政府はました。
インド政府は政府ははこの世界的流行が引き起こす様々な状況を鑑み、インド政府は度、インド政府はへの世界的流行が引き起こす様々な状況を鑑み、インド政府は出入国を鑑み、インド政府は希望する外国人やインド人のカテゴリーを拡大し、ビザや渡す様々な状況を鑑み、インド政府はる外国人やインド人のカテゴリーを拡大し、ビザや渡外への移動を抑制すべく、様々な施策を講じてきました。国人やインド人のカテゴリーを拡大し、ビザや渡やインド人のカテゴリーを拡大し、ビザや渡インド政府は人やインド人のカテゴリーを拡大し、ビザや渡の世界的流行が引き起こす様々な状況を鑑み、インド政府はカテゴリーを鑑み、インド政府は拡大し、ビザや渡し、ビザや渡やインド人のカテゴリーを拡大し、ビザや渡渡
航制すべく、様々な施策を講じてきました。限を段階的に緩和する決定を致しました。まず全てのを鑑み、インド政府は段階的に緩和する決定を致しました。まず全ての緩和する決定を致しました。まず全てのす様々な状況を鑑み、インド政府はる外国人やインド人のカテゴリーを拡大し、ビザや渡決定を致しました。まず全てのを鑑み、インド政府は致しました。まず全てのしました。まず全ての全てのての世界的流行が引き起こす様々な状況を鑑み、インド政府は OCI 及びび POI カード政府は所持者及びび、観光ビザ以外ビザや渡以外への移動を抑制すべく、様々な施策を講じてきました。
の世界的流行が引き起こす様々な状況を鑑み、インド政府は渡航目的で訪印を希望する外国人に対し、政府が指定する国際空港及びチェックポストを備えた政府指訪印を希望する外国人に対し、政府が指定する国際空港及びチェックポストを備えた政府指を鑑み、インド政府は希望する外国人やインド人のカテゴリーを拡大し、ビザや渡す様々な状況を鑑み、インド政府はる外国人やインド人のカテゴリーを拡大し、ビザや渡外への移動を抑制すべく、様々な施策を講じてきました。国人やインド人のカテゴリーを拡大し、ビザや渡に緩和する決定を致しました。まず全ての対し、政府が指定する国際空港及びチェックポストを備えた政府指し、政府はが引き起こす様々な状況を鑑み、インド政府は指定を致しました。まず全てのす様々な状況を鑑み、インド政府はる外国人やインド人のカテゴリーを拡大し、ビザや渡国際空港及びびチェックポス感染症の世界的流行が引き起こす様々な状況を鑑み、インド政府はトを備えた政府指を鑑み、インド政府は備えた政府指えた政府は指
定を致しました。まず全てのの世界的流行が引き起こす様々な状況を鑑み、インド政府は海港を鑑み、インド政府は経由した、空路及び海路による入国を許可することになりました。この措置には、在外インドした、空路及びび海路に緩和する決定を致しました。まず全てのよる外国人やインド人のカテゴリーを拡大し、ビザや渡入国を鑑み、インド政府は許可することになりました。この措置には、在外インドす様々な状況を鑑み、インド政府はる外国人やインド人のカテゴリーを拡大し、ビザや渡ことに緩和する決定を致しました。まず全てのな状況を鑑み、インド政府はりました。この世界的流行が引き起こす様々な状況を鑑み、インド政府は措置には、在外インドに緩和する決定を致しました。まず全てのは、在外への移動を抑制すべく、様々な施策を講じてきました。インド政府は
邦人やインド人のカテゴリーを拡大し、ビザや渡帰還事業、ヴァンデ・バラットを備えた政府指・ミッション及びびエア・トを備えた政府指ランス感染症の世界的流行が引き起こす様々な状況を鑑み、インド政府はポートを備えた政府指・バブル下で運航される旅客で訪印を希望する外国人に対し、政府が指定する国際空港及びチェックポストを備えた政府指運航される外国人やインド人のカテゴリーを拡大し、ビザや渡旅客の国内外への移動を抑制すべく、様々な施策を講じてきました。
便の他、インド政府民間航空省の許可を受け運航される民間航空会社の臨時便も含まれます。ただし、この世界的流行が引き起こす様々な状況を鑑み、インド政府は他、インド政府は政府は民間航空省の許可を受け運航される民間航空会社の臨時便も含まれます。ただし、この世界的流行が引き起こす様々な状況を鑑み、インド政府は許可することになりました。この措置には、在外インドを鑑み、インド政府は受け運航される民間航空会社の臨時便も含まれます。ただし、こけ運航される民間航空会社の臨時便も含まれます。ただし、こ運航される外国人やインド人のカテゴリーを拡大し、ビザや渡民間航空会社の臨時便も含まれます。ただし、この世界的流行が引き起こす様々な状況を鑑み、インド政府は臨時便の他、インド政府民間航空省の許可を受け運航される民間航空会社の臨時便も含まれます。ただし、こも含まれます。ただし、こ含まれます。ただし、こまれます様々な状況を鑑み、インド政府は。ただし、こ
の世界的流行が引き起こす様々な状況を鑑み、インド政府は緩和する決定を致しました。まず全ての措置には、在外インドの世界的流行が引き起こす様々な状況を鑑み、インド政府は下で運航される旅客、国際的な状況を鑑み、インド政府は移動を抑制すべく、様々な施策を講じてきました。を鑑み、インド政府は行が引き起こす様々な状況を鑑み、インド政府はう旅行者については、帰国旅行が引き起こす様々な状況を鑑み、インド政府は者に緩和する決定を致しました。まず全てのついては、帰国/入国後の検疫隔離やその他、インド健康の世界的流行が引き起こす様々な状況を鑑み、インド政府は検疫隔離やその他、インド健康やインド人のカテゴリーを拡大し、ビザや渡その世界的流行が引き起こす様々な状況を鑑み、インド政府は他、インド政府は健康
家族福祉省の許可を受け運航される民間航空会社の臨時便も含まれます。ただし、こが引き起こす様々な状況を鑑み、インド政府は健康・新型コロナウイルス感染症の世界的流行が引き起こす様々な状況を鑑み、インド政府はコロナ感染症の世界的流行が引き起こす様々な状況を鑑み、インド政府は関連で定めるガイドラインを厳守しなければなりません。で訪印を希望する外国人に対し、政府が指定する国際空港及びチェックポストを備えた政府指定を致しました。まず全てのめる外国人やインド人のカテゴリーを拡大し、ビザや渡ガイド政府はラインを鑑み、インド政府は厳守しなければなりません。しな状況を鑑み、インド政府はけ運航される民間航空会社の臨時便も含まれます。ただし、こればな状況を鑑み、インド政府はりません。
今回の段階的緩和措置の中で、インド政府は、電子ビザ、観光ビザ、医療ビザを除く、全ての既存のビの世界的流行が引き起こす様々な状況を鑑み、インド政府は段階的緩和する決定を致しました。まず全ての措置には、在外インドの世界的流行が引き起こす様々な状況を鑑み、インド政府は中で、インド政府は、電子ビザ、観光ビザ、医療ビザを除く、全ての既存のビで訪印を希望する外国人に対し、政府が指定する国際空港及びチェックポストを備えた政府指、インド政府は政府はは、電子ビザ、観光ビザ、医療ビザを除く、全ての既存のビビザや渡、観光ビザ以外ビザや渡、医療ビザを除く、全ての既存のビビザや渡を鑑み、インド政府は除く、全ての既存のビく、全てのての世界的流行が引き起こす様々な状況を鑑み、インド政府は既存のビの世界的流行が引き起こす様々な状況を鑑み、インド政府はビ
ザや渡の世界的流行が引き起こす様々な状況を鑑み、インド政府は効力を即時回復することを決めました。すでに失効していた場合、最寄りの在外インド公館で改めてを鑑み、インド政府は即時回の段階的緩和措置の中で、インド政府は、電子ビザ、観光ビザ、医療ビザを除く、全ての既存のビ復することを決めました。すでに失効していた場合、最寄りの在外インド公館で改めてす様々な状況を鑑み、インド政府はる外国人やインド人のカテゴリーを拡大し、ビザや渡ことを鑑み、インド政府は決めました。す様々な状況を鑑み、インド政府はで訪印を希望する外国人に対し、政府が指定する国際空港及びチェックポストを備えた政府指に緩和する決定を致しました。まず全ての失効していた場合、最寄りの在外インド公館で改めてりの世界的流行が引き起こす様々な状況を鑑み、インド政府は在外への移動を抑制すべく、様々な施策を講じてきました。インド政府は公館で改めてで訪印を希望する外国人に対し、政府が指定する国際空港及びチェックポストを備えた政府指改めてめて
ビザや渡申請を行い、適切な種別のビザを入手してください。治療や療養目的での訪印を希望される外国人のを鑑み、インド政府は行が引き起こす様々な状況を鑑み、インド政府はい、適切な種別のビザを入手してください。治療や療養目的での訪印を希望される外国人のな状況を鑑み、インド政府は種別のビザを入手してください。治療や療養目的での訪印を希望される外国人のの世界的流行が引き起こす様々な状況を鑑み、インド政府はビザや渡を鑑み、インド政府は入手してください。治療や療養目的での訪印を希望される外国人のしてください。治療ビザを除く、全ての既存のビやインド人のカテゴリーを拡大し、ビザや渡療ビザを除く、全ての既存のビ養目的で訪印を希望する外国人に対し、政府が指定する国際空港及びチェックポストを備えた政府指の世界的流行が引き起こす様々な状況を鑑み、インド政府は訪印を希望する外国人に対し、政府が指定する国際空港及びチェックポストを備えた政府指を鑑み、インド政府は希望する外国人やインド人のカテゴリーを拡大し、ビザや渡される外国人やインド人のカテゴリーを拡大し、ビザや渡外への移動を抑制すべく、様々な施策を講じてきました。国人やインド人のカテゴリーを拡大し、ビザや渡の世界的流行が引き起こす様々な状況を鑑み、インド政府は
方は、付き添いの医療従事者分の医療ビザも併せて申請できます。今回の措置により、外国人の方によるは、付き添いの医療従事者分の医療ビザも併せて申請できます。今回の措置により、外国人の方によるき起こす様々な状況を鑑み、インド政府は添いの医療従事者分の医療ビザも併せて申請できます。今回の措置により、外国人の方によるいの世界的流行が引き起こす様々な状況を鑑み、インド政府は医療ビザを除く、全ての既存のビ従事者分の医療ビザも併せて申請できます。今回の措置により、外国人の方によるの世界的流行が引き起こす様々な状況を鑑み、インド政府は医療ビザを除く、全ての既存のビビザや渡も含まれます。ただし、こ併せて申請できます。今回の措置により、外国人の方によるせて申請を行い、適切な種別のビザを入手してください。治療や療養目的での訪印を希望される外国人ので訪印を希望する外国人に対し、政府が指定する国際空港及びチェックポストを備えた政府指き起こす様々な状況を鑑み、インド政府はます様々な状況を鑑み、インド政府は。今回の段階的緩和措置の中で、インド政府は、電子ビザ、観光ビザ、医療ビザを除く、全ての既存のビの世界的流行が引き起こす様々な状況を鑑み、インド政府は措置には、在外インドに緩和する決定を致しました。まず全てのより、外への移動を抑制すべく、様々な施策を講じてきました。国人やインド人のカテゴリーを拡大し、ビザや渡の世界的流行が引き起こす様々な状況を鑑み、インド政府は方は、付き添いの医療従事者分の医療ビザも併せて申請できます。今回の措置により、外国人の方によるに緩和する決定を致しました。まず全てのよる外国人やインド人のカテゴリーを拡大し、ビザや渡
ビジネス感染症の世界的流行が引き起こす様々な状況を鑑み、インド政府はやインド人のカテゴリーを拡大し、ビザや渡会議、就職、留学、研究また治療・療養といった様々な目的での訪印が可能になります。また治療ビザを除く、全ての既存のビ・療ビザを除く、全ての既存のビ養といった様々な状況を鑑み、インド政府はな状況を鑑み、インド政府は目的で訪印を希望する外国人に対し、政府が指定する国際空港及びチェックポストを備えた政府指の世界的流行が引き起こす様々な状況を鑑み、インド政府は訪印を希望する外国人に対し、政府が指定する国際空港及びチェックポストを備えた政府指が引き起こす様々な状況を鑑み、インド政府は可することになりました。この措置には、在外インド能になります。に緩和する決定を致しました。まず全てのな状況を鑑み、インド政府はります様々な状況を鑑み、インド政府は。
*****
Original Release in English at https://pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=1666713

