
 

 

ミャンマー入国の条件について 

  

２０２２年４月２１日  

２０２２年４月２５日更新  

２０２２年５月２日更新  

２０２２年６月１６日更新  

２０２２年８月１日更新 

２０２２年１０月７日更新 

２０２２年１２月２日更新 

２０２３年２月２３日更新 

２０２３年３月２４日更新（下線部） 

  

２０２２年４月１７日の商用便再開に伴い、２０２２年４月７日付保健省通達により、ミャン

マー入国の条件が変更されました。その後、２０２２年４月２９日付保健省通達（５月１日施

行）、６月１５日付保健省通達（６月１５日施行）、７月３０日付保健省通達（８月１日施行）、１

０月８日付保健省通達（１０月８日施行）、１２月１日付保健省通達（１２月１日施行）、２０２３

年２月１８日保健省通達（２月１８日施行）及び３月２２日付保健省通達（３月２２日施行）に

よりその内容が改訂されています（これらの通達は、商用便でミャンマーに入国する外国人

に適用されます）。  

  

現在のミャンマー入国の主な条件は、以下のとおりです。  

 ①ワクチンの接種証明書／新型コロナウイルス陰性証明書を所持していること  

 ＜ワクチン２回以上接種者の場合＞  

  ・到着１４日以上前に接種した承認済みワクチンの（２回）接種証明書を所持している

こと（１２歳未満の方で同伴する保護者が当該証明書を所持している場合は、ワクチ

ン接種証明書は不要）  

 ＜ワクチン２回以上接種者でない場合＞  

  ・到着前４８時間以内に発行された RT-PCR 陰性証明書を所持していること（１２歳

未満の方は、 RT-PCR 陰性証明書は不要）  

 

 ②国営保険会社 Myanma Insurance の保険に加入していること  

日本等出発時及びミャンマー到着時に上記の関連書類の提示が求められます。 た

だし、日本人を含む外国人は、日本等の保険会社の保険に加入しており、新型コロナ

ウイルスが補償対象に含まれていることが明記された証書や証明（英語又はミャンマ

ー語）を提示すれば、Myanma Insurance への加入を免除されます。詳細は、以下のミ

ャンマー入国管理・人口省公式ホームページ及びミャンマー外務省 Facebook をご参

照ください。  

＜ミャンマー入国管理・人口省ＨＰ：

https://evisa.moip.gov.mm/Home/Covid19Requirements＞  

https://evisa.moip.gov.mm/Home/Covid19Requirements


 

 

＜ミャンマー外務省 Facebook：

https://www.facebook.com/mofamyanmar/photos/pcb.2289025374631078/2289024

711297811 ＞ 

 （「１（ｃ）If they can submit the purchase documentation of the health insurance 

including COVID-19 medical insurance from the relevant country or internationally 

recognized insurance companies they can exempt from purchasing health insurance 

from Myanma insurance.」参照） 

 （※）新規ビザの申請要件については、在京ミャンマー大使館に直接申請する場合は

上記と同様の条件が適用されますが、E ビザを申請する場合は引き続き Myanma 

Insurance への加入が必要とされています。 

 

上記を含むミャンマー入国に際して必要な書類及びミャンマー入国後の施設隔離につい

て、当館が把握している情報は以下のとおりです。  

 

１．ミャンマー入国に必要な書類   

① 到着１４日以上前に接種した承認済みワクチンの（２回）接種証明書（ワクチン２回以

上接種者の場合）  

（承認済みワクチン）  

・CoronaVac (Sinovac Biotech Ltd.) ：シノバック  

・AstraZeneca or Covishield (AstraZeneca & University of Oxford/SK Bioscience 

(Korea) /Siam BioScience/ Serum Institute of India (SII)) ：アストラゼネカ、コビシー

ルド  

・Pfizer- BioNTech COVID-19 Vaccine or Comirnaty (Pfizer Inc., & BioNTech) ：ファ

イザー  

・Janssen or Johnson & Johnson (Janssen Pharmaceuticals Companies of Johnson 

& Johnson) ：ヤンセン、ジョンソン＆ジョンソン  

・Moderna (ModernaTX, Inc.) ：モデルナ  

・Sinopharm or COVILO or BIBP-CorV (Beijing Institute of Biological Products Co., 

Ltd) ：シノファーム  

・Sputnik V (Gam-COVID-Vac) (Gamaleya National Research Centre of Epidemiology 

and Microbiology) ：スプートニク V  

・Sputnik Light (Gamaleya National Research Centre of Epidemiology and 

Microbiology) ：スプートニクライト  

・Covaxin by Bharat Biotech ：コバクシン  

・Myancopharm by Ministry of Industry, Myanmar ：ミャンコファーム  

・Nuvaxovid (NVX-CoV2373) vaccine, Novavax Co.,Ltd ：ノババックス  

・Covovax, Serum Institute of India Pvt. Ltd ：コボバックス  

・CorBEvaxTM, Biological E, Limited ：コルベバックス  

・CorBEvaxTM, Biological E, Limited ：コルベバックス  

https://www.facebook.com/mofamyanmar/photos/pcb.2289025374631078/2289024711297811
https://www.facebook.com/mofamyanmar/photos/pcb.2289025374631078/2289024711297811


 

 

・COMIRNATY®, BioNTech Manufacturing GmbH ：コミナティ 

・COMIRNATY®Original/Omicron BA.1, BioNTech Manufacturing GmbH ：コミナティ

（２価：起源株／オミクロン株. BA.1） 

・VAXZEVRIA, AstraZeneca AB / SK Bioscience Co. Ltd ：バキスゼブリア 

・COVISHIELD™, Serum Institute of India Pvt. Ltd ：コビシールド 

・COVID-19 Vaccine, Janssen–Cilag International NV ：ヤンセン 

・SPIKEVAX, Moderna Biotech ：スパイクバックス 

・CONVIDECIA, CanSino Biologics Inc ：コンビディシア 

   

   ※ワクチン接種証明書は、紙ベース（電子データを印刷したもので可）で携行ください。 

※１２歳未満の方で同伴する保護者がワクチン接種証明書を所持している場合は、ワ

クチン接種証明書は不要。  

※以下のワクチンは１回接種で可。  

 ・Janssen or Johnson & Johnson (Janssen Pharmaceuticals Companies of Johnson 

& Johnson) ：ヤンセン、ジョンソン＆ジョンソン  

 ・Sputnik Light (Gamaleya National Research Centre of Epidemiology and 

Microbiology) ：スプートニクライト  

  

② 新型コロナウイルス陰性証明書  

 ＜ワクチン２回以上接種者でない場合＞  

  ・到着前４８時間以内に発行された RT-PCR 陰性証明書（１２歳未満の方は、 RT-

PCR 陰性証明書は不要）  

  （注：「出発前」ではないのでご注意ください。）  

※ RT-PCR 検査の検体の種類（鼻咽頭ぬぐい液、唾液、など）は問われません。  

  

③ Myanma Insurance から購入した COVID-19 医療保険の加入書類  

加入等の詳細は Myanma Insurance の以下のホームページにてご確認ください。  

＜Myanma Insurance：https://www.mminsurance.gov.mm/＞  

ただし、日本人を含む外国人は、日本等の保険会社の保険に加入しており、新型コ

ロナウイルスが補償対象に含まれていることが明記された証書や証明（英語又はミャ

ンマー語）を提示すれば、Myanma Insurance への加入を免除されます。  

 （※）新規ビザの申請要件については、在京ミャンマー大使館に直接申請する場合

は上記と同様の条件が適用されますが、E ビザを申請する場合は引き続き

Myanma Insurance への加入が必要とされています。 

 

④ ミャンマー入国にかかるビザの取得について（マルチビザ又はシングルビザ） 

   現在、ミャンマーに入国するためにはビザの取得が必須となっております。  

商用ビザ取得にはレコメンデーションレター（関係省庁や投資委員会等の推薦状）

の写しが必要です。  

https://www.mminsurance.gov.mm/


 

 

観光ビザを含む新規ビザの取得方法やｅビザの利用方法等については、在京ミャン

マー大使館にお問合せください。  

 

（ご参考：在京ミャンマー大使館連絡先）  

住所：東京都品川区北品川４－８－２６  

HP： http://www.myanmar-embassy-tokyo.net/  

TEL：03-3441-9291  

Email： contact@myanmar-embassy-tokyo.net  

Facebook： https://www.facebook.com/mynembtokyo/  

  

 ２．ミャンマー到着後の措置 

なし。 

  ※ 従前は、ワクチン接種証明書を所持していない場合、３日間の隔離が必要でしたが、

隔離措置は不要となっています。  

※ 従前は、空港到着後に空港専用カウンターで RDT 検査を実施していましたが、原

則、RDT 検査は不要となり、入国時のスクリーニング（検温）で新型コロナウイルス

感染症の症状がある場合のみ、RDT 検査が実施されることになっています。この

検査において陽性となった場合は、保健省の指示に基づき、医療施設、治療セン

ター又はホテルでの隔離となります。  

 

ミャンマーでの居住地が確定した際は、速やかに在留届を大使館に提出ください。また、

帰国後は必ず帰国届を提出願います。  

（在留届・帰国届 https://www.ezairyu.mofa.go.jp/RRnet/index.html）   

  

■在ミャンマー日本国大使館領事班  

電話：９５－１－５４９６４４～８  

メール：ryoji@yn.mofa.go.jp  

 

http://www.myanmar-embassy-tokyo.net/
mailto:contact@myanmar-embassy-tokyo.net
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https://www.ezairyu.mofa.go.jp/RRnet/index.html
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