
入国規制等に関して、11月情報から変更はありません。下記ご参照ください。 

 

日本からの入国規制 

ヨーロッパ主要国では日本からの入国制限はすべて廃止されています。  

 

感染症危険情報レベルの引下げ（2022年10月19日付） 

10月19日付で感染症危険情報のレベルの引き下げが行われ、全世界一律レベル1となっています。 

 

2022年12月時点の日本政府による水際対策 

全ての国からの帰国者・入国者： 

・入国時検査不要、入国後の自宅又は宿泊施設での待機不要、公共交通機関不使用等の制限なし 

・外国人の入国について、ERFSの申請不要、個人旅行解禁、査証免除措置の適用再開、入国者総数の上限撤廃 

※引き続きワクチンの接種証明書（3回）又は出国前72時間以内に受けた検査の陰性証明書のいずれかの提出要 

～ ヨーロッパ最新情報 2022年12月 ～ 

Copyright©2022 Miki Tourist CO.,LTD. All Rights Reserved. 

 

カタールワールドカップが盛り上がりをみせていますね！スタジアムで誰もマスクをしていないことが話題になって
いますが、ヨーロッパではすでに病院等を除き、ほぼ誰もマスクをしていません。すっかりコロナ前の日常が戻って
います。本格的な冬を迎え、クリスマスシーズンが始まったヨーロッパの最新情報をお届けします。 

 

また、現地にて感染の疑いがある場合や陽性と診断された場合、及び濃厚接触者の定義をまとめています。以下のリ
ンクよりご参照ください。 新型コロナウイルス感染症 現地対応マニュアル 2022年12月版 

※記載の情報は現地事情により、予告なく変更される場合があります。 

https://myu-info.jp/myutariff/2022/mikitravel_covid19manual_2212.pdf
https://myu-info.jp/myutariff/2022/mikitravel_covid19manual_2212.pdf
https://myu-info.jp/myutariff/2022/mikitravel_covid19manual_2212.pdf
https://myu-info.jp/myutariff/2022/mikitravel_covid19manual_2212.pdf
https://myu-info.jp/myutariff/2022/mikitravel_covid19manual_2212.pdf
https://myu-info.jp/myutariff/2022/mikitravel_covid19manual_2212.pdf
https://myu-info.jp/myutariff/2022/mikitravel_covid19manual_2212.pdf
https://myu-info.jp/myutariff/2022/mikitravel_covid19manual_2212.pdf
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ヨーロッパ最新情報 2022年12月時点 

国名 トピックス 

ヨーロッパ全般 

日本帰国時の注意事項 日本入国時の必須書類として、①3回ワクチン接種証明書または②72時間以内のPCR検査陰性証明書

があります。ワクチン接種証明書は「日本語または英語」で記載されたものが有効とされていますが、航空会社の担当者に
よってはチェックイン時に日本語のものを受け付けないケースが発生しています。またVisit Japan Webへの事前登録は本来
「任意」でありますが、航空会社グランドスタッフが「青色になっているVJWの画面の提示がなければ搭乗させない」と主

張するケースが多く見られます。帰国時のトラブルを避けるため、デジタルワクチンパスポートの登録または英文のワクチ
ン接種証明書の入手、及びVJWへの事前登録を強くお勧めします。 

ベルギー 

アントワープ王立美術館は11年間の改修工事を経て、リニューアルオープンしました。グループ予約の受付も開始されてい
ます。1グループはガイドを含めて18名までに制限されていますので、19名以上の場合は2グループに分かれて鑑賞いただく
こととなります。 

イタリア 
2023年1月16日から導入が噂されていたベニスの入島税ですが、この度延期されることとなりました。同年秋以降の導入開始
が見込まれていますが、これも正式な発表ではないため決まり次第お知らせします。 

スペイン 

バルセロナのフィラ・グラン・ビアでは、2023年2月27日(月) ~ 3月2日(木)に毎年恒例のイベント、モバイルワールドコング
レス2023 (World Mobile Congress)が開催されます。イベントの前後数日を含め、現地の一部コーチ会社では既に事前予約が
入っており、プライベートカーの手配が大変難しい状況ですのでご注意ください。 

フランス 
モンサンミッシェルでは、引き続き節電のためのライトアップが限定されております。電力削減のための施策のため、電力
供給の増える冬もしばらくは続くものと見られます。 

フランス 

消えるといわれつつもコロナで延期されて運用されていたパリの地下鉄 (メトロ) の紙チケットですが、いよいよ廃止に向け
て告知が行われています。正式な廃止時期は未発表ですが、廃止後は交通系ICカード「Navigo」が必要となります。今後新
しい情報が入り次第、お知らせいたします。 
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ヨーロッパ出張レポート＆11月の風景 

エストニア・ラトビア 

11月7～9日に欧州最大級の見本市「ワールド・
トラベル・マーケット2022」が開催され、弊社
もブースを出展しました。 

今年はコロナ前のように完全な対面形式で開催
され、世界中の業界関係者が訪問し、大いに賑
わいを見せました。 

ロンドン 

11月下旬のエストニア・ラトビアFAMトリッ
プに参加しました。数日前から降り始めた雪
でタリンもリガも森もすべて一面の銀世界。
また各地でクリスマスマーケットの準備が進
んでいました。写真右は2024年の欧州文化都
市となるタルトゥ。市庁舎前ではスケートリ
ンクの設営が始まっていました。 

リガ 
タリン 

タルトゥ 



オスロ 

ブダペスト マドリッド ローマ 

パリ 

ワルシャワ 

ウィーン 

パンテオンの野外ディナー 
明かりの灯るスペイン広場 

市内のイルミネーション 

クリスマスマーケット ケルントナー通りのイルミネーション 文化科学宮殿のライトアップ ボジョレーとシャンゼリゼ大通り 

ロンドン 

上: リージェントストリート 

 下: ボンドストリート 
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マスク着用義務 / PCR検査情報① 2022年12月時点 

国名 マスク着用義務 日本帰国用PCR検査 

アイルランド 
マスク着用の法的義務は解除されていますが、公共交通機
関や医療機関などでは、マスク着用推奨。 

現在、個人(FIT)向けのPCR検査予約代行サービスは提供し 

ておりません。 

イギリス 
マスク着用義務はありません。ただし閉鎖された場所や混
雑した場所にいる時、知らない人と会う時には、フェイス
カバリングの使用が推奨されています。 

現在PCR検査機関の事情により一時的に申込受付を中止し
ています。再開がされ次第お知らせいたします。 

イタリア 
交通機関利用時のマスク着用義務は解除されました。ただ
し、医療施設、介護施設、ホスピス等の従事者、利用者、
訪問者には12月31日まで着用が義務付けられています。 

ローマ/フィレンツェ/ベニス/ミラノ/ナポリ/パレルモの６都 

市にてPCR検査予約代行サービスの提供をしております。 

商品詳細はB2Bサイトをご参照ください。 

イタリアPCR検査予約代行サービス 

オーストリア 
マスク着用義務はありません。※病院・老人ホームなどの
医療施設での着用義務は継続。ウィーン州のみ、公共交通
機関・薬局での着用義務の継続 

ウィーンにてPCR検査予約代行サービスの提供をしており 

ます。商品詳細はB2Bサイトをご参照ください。 

ウィーンPCR検査予約代行サービス 

オランダ 
公共交通機関のマスク着用義務撤廃。飛行機内とセキュリ
ティーチェック以降の空港内のみマスクの着用義務。（13

歳以上）。違反者には95ユーロの罰金。 

アムステルダムにてPCR検査予約代行サービスの提供をし 

ております。商品詳細はB2Bサイトをご参照ください。 

アムステルダムPCR検査予約代行サービス 

※各国の規制解除によりPCR検査の需要が減ってきており、今後検査機関の減少が予想されます。それに伴って手配情報も変わる場合があ
ります。ご注意ください。またX'MAS及び年末年始期間中は、特別休業となる箇所もありますのでご注意ください。 

https://b2b.myushop.net/B2bOptions/?search_text=PCR&x=16&y=23&country_code=GB&city_code=20142
https://b2b.myushop.net/B2bOptions/?search_text=PCR&x=16&y=23&country_code=GB&city_code=20142
https://b2b.myushop.net/B2bOptions/?search_text=PCR&x=16&y=23&country_code=GB&city_code=20142
https://b2b.myushop.net/B2bOptions/?search_text=PCR&x=0&y=0&country_code=AT&city_code=1058
https://b2b.myushop.net/B2bOptions/?search_text=PCR&x=0&y=0&country_code=AT&city_code=1058
https://b2b.myushop.net/B2bOptions/?search_text=PCR&x=0&y=0&country_code=AT&city_code=1058
https://b2b.myushop.net/B2bOptions/?search_text=PCR&x=10&y=22&country_code=NL&city_code=6006
https://b2b.myushop.net/B2bOptions/?search_text=PCR&x=10&y=22&country_code=NL&city_code=6006
https://b2b.myushop.net/B2bOptions/?search_text=PCR&x=10&y=22&country_code=NL&city_code=6006
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マスク着用義務 / PCR検査情報② 2022年12月時点 

国名 マスク着用義務 日本帰国用PCR検査 

ギリシャ 

12月5日まで以下の措置が延長されています。 

●鉄道、市内バス、トラム、タクシー、フェリー（デッキ

を除く）、地下鉄などの交通機関内（駅内等含む）での二
重マスク（サージカル及び布製）または高規格マスク
（FFP2、N95）の着用義務 

●遺跡、博物館、飲食店での着用義務はないが、施設側の
判断によって、感染対策が講じられる場合がある。 

現在、個人(FIT)向けのPCR検査予約代行サービスは提供し 

ておりません。 

スイス 
マスク着用義務はありません。（州によって、医療施設は
まだマスク着用義務あり） 

チューリッヒにてPCR検査予約代行サービスの提供をして 

おります。商品詳細はB2Bサイトをご参照ください。 

チューリッヒPCR検査予約代行サービス 

スウェーデン マスク着用義務は撤廃されています。 
現在、個人(FIT)向けのPCR検査予約代行サービスは提供し 

ておりません。 

スペイン 
公共交通機関、医療機関、薬局等ではマスク着用義務があ
ります。その他の場所では、屋外・屋内ともにマスク着用
義務はありません。 

マドリッド/バルセロナにてPCR検査予約代行サービスの提 

供をしております。商品詳細はB2Bサイトをご参照くださ 

い。 

スペインPCR検査予約代行サービス 

https://b2b.myushop.net/B2bOptions/detail/3364/
https://b2b.myushop.net/B2bOptions/detail/3364/
https://b2b.myushop.net/B2bOptions/detail/3364/
https://b2b.myushop.net/B2bOptions/?search_text=PCR&x=5&y=18&country_code=ES&city_code=
https://b2b.myushop.net/B2bOptions/?search_text=PCR&x=5&y=18&country_code=ES&city_code=
https://b2b.myushop.net/B2bOptions/?search_text=PCR&x=5&y=18&country_code=ES&city_code=
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マスク着用義務 / PCR検査情報③ 2022年12月時点 

国名 マスク着用義務 日本帰国用PCR検査 

チェコ 
マスク着用義務はありませんが、病院や老人ホーム、社会
福祉施設では独自に規定するところも出ています。保健省
も公共交通機関乗車時の着用を強く推奨しています。 

プラハにてPCR検査予約代行サービスの提供をしておりま 

す。商品詳細はB2Bサイトをご参照ください。 

プラハPCR検査予約代行サービス 

デンマーク 
規制は全て解除となっておりますが、病院やケア施設への
訪問時には引き続きマスク着用が求められることがありま
す。 

コペンハーゲンにてPCR検査予約代行サービスの提供をし 

ております。商品詳細はB2Bサイトをご参照ください。 

コペンハーゲンPCR検査予約代行サービス 

ドイツ 
各州で異なる規制が定められています。ベルリンにおいて
は公共交通機関、医療機関などでの医療マスク（FFP2マス
ク）の着用義務が施行されました。 

フランクフルト/ミュンヘン/ベルリン/デュッセルドルフの 

４都市にてPCR検査予約代行サービスの提供をしておりま 

す。商品詳細はB2Bサイトをご参照ください。 

ドイツPCR検査予約代行サービス 

ノルウェー 
マスク着用義務はありません。持病がある等の理由でマス
クをしている人も稀に見られますが、大多数の市民はマス
クなしで生活しています。 

現在、個人(FIT)向けのPCR検査予約代行サービスは提供し 

ておりません。 

ハンガリー マスク着用義務は撤廃されています。 

ブダペストにてPCR検査予約代行サービスの提供をしてお 

ります。商品詳細はB2Bサイトをご参照ください。 

ブダペストPCR検査予約代行サービス 

https://b2b.myushop.net/B2bOptions/?search_text=PCR&x=0&y=0&country_code=CZ&city_code=33014
https://b2b.myushop.net/B2bOptions/?search_text=PCR&x=0&y=0&country_code=CZ&city_code=33014
https://b2b.myushop.net/B2bOptions/?search_text=PCR&x=0&y=0&country_code=CZ&city_code=33014
https://b2b.myushop.net/B2bOptions/?search_text=PCR&x=0&y=0&country_code=DK&city_code=3005
https://b2b.myushop.net/B2bOptions/?search_text=PCR&x=0&y=0&country_code=DK&city_code=3005
https://b2b.myushop.net/B2bOptions/?search_text=PCR&x=0&y=0&country_code=DK&city_code=3005
https://b2b.myushop.net/B2bOptions/?search_text=PCR&x=23&y=23&country_code=DE&city_code=
https://b2b.myushop.net/B2bOptions/?search_text=PCR&x=23&y=23&country_code=DE&city_code=
https://b2b.myushop.net/B2bOptions/?search_text=PCR&x=23&y=23&country_code=DE&city_code=
https://b2b.myushop.net/B2bOptions/?search_text=PCR&x=21&y=16&country_code=HU&city_code=37002
https://b2b.myushop.net/B2bOptions/?search_text=PCR&x=21&y=16&country_code=HU&city_code=37002
https://b2b.myushop.net/B2bOptions/?search_text=PCR&x=21&y=16&country_code=HU&city_code=37002
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マスク着用義務 / PCR検査情報④ 2022年12月時点 

国名 マスク着用義務 日本帰国用PCR検査 

フィンランド 
マスクの着用義務はありませんが、機内においては渡航
先・出発国が要求する場合に着用となる場合があります。 

ヘルシンキにてPCR検査予約代行サービスの提供をしてお 

ります。商品詳細はB2Bサイトをご参照ください。 

ヘルシンキPCR検査予約代行サービス 

フランス 
マスク着用が必須な場所はありませんが、公共交通機関で
は以前としてマスクの着用が推奨されています。 

パリにてPCR検査予約代行サービスの提供をしております。 

商品詳細はB2Bサイトをご参照ください。 

パリPCR検査予約代行サービス 

ベルギー 
病院、医務室（医師のいる場所）及び薬局を除き、マスク
着用義務はなくなりましたが、人が多く行き交う場所では
マスク着用が推奨されています。 

ブリュッセルにてPCR検査予約代行サービスの提供をして 

おります。商品詳細はB2Bサイトをご参照ください。 

ブリュッセルPCR検査予約代行サービス 

ポルトガル 
医療機関・施設、高齢者・要介護者・障害者の支援施設及
び当該者の自宅支援における場合を除き、着用義務は撤廃
されました。 

リスボンにてPCR検査予約代行サービスの提供をしており 

ます。商品詳細はB2Bサイトをご参照ください。 

リスボンPCR検査予約代行サービス 

https://b2b.myushop.net/B2bOptions/?search_text=PCR&x=0&y=0&country_code=FI&city_code=13008
https://b2b.myushop.net/B2bOptions/?search_text=PCR&x=0&y=0&country_code=FI&city_code=13008
https://b2b.myushop.net/B2bOptions/?search_text=PCR&x=0&y=0&country_code=FI&city_code=13008
https://b2b.myushop.net/B2bOptions/?search_text=PCR&x=0&y=0&country_code=FR&city_code=4166
https://b2b.myushop.net/B2bOptions/?search_text=PCR&x=0&y=0&country_code=FR&city_code=4166
https://b2b.myushop.net/B2bOptions/?search_text=PCR&x=0&y=0&country_code=FR&city_code=4166
https://b2b.myushop.net/B2bOptions/?search_text=PCR&x=40&y=16&country_code=BE&city_code=2007
https://b2b.myushop.net/B2bOptions/?search_text=PCR&x=40&y=16&country_code=BE&city_code=2007
https://b2b.myushop.net/B2bOptions/?search_text=PCR&x=40&y=16&country_code=BE&city_code=2007
https://b2b.myushop.net/B2bOptions/?search_text=PCR&x=22&y=27&country_code=PT&city_code=9026
https://b2b.myushop.net/B2bOptions/?search_text=PCR&x=22&y=27&country_code=PT&city_code=9026
https://b2b.myushop.net/B2bOptions/?search_text=PCR&x=22&y=27&country_code=PT&city_code=9026

