日本⇦⇨中国(大連)間 渡航マニュアル
入国・帰国する皆様へ
※．公開情報や会員からの情報を基に大連日本商工会事務局作成

日⇔中（大連）間の渡航に際して必要となる査証申請、航空券手配、渡航前PCR検査、入
国審査、通関手続き、隔離生活等の手順を纏めました。
・ 本資料は、情報提供のみを目的に作成しています。
・ 各スライド作成日時点で確認できた情報に基づいて整理したものです。政策変更等により、都度変更となる可能性があります。
・ 全ての情報を網羅しているものではありません。最新情報、情報の詳細は必ず各自でご確認下さい。
・ 万が一、本資料で提供した内容に関連して、利用者が不利益等を被る事態が生じたとしても、商工会は 一切の責任を負いかねますので、ご了承ください。

大連日本商工会
※．両国公的要求
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※．大連の要求

※．大連の体験記

2022年11月17日(木),現在

中国大連から日本へ入国・帰国‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥P．2～11

02 日本から中国大連へ入境・渡航

‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥P．12～31

駐在・赴任/帯同家族/ ビジネス・短期出張

1

01 中国大連

日本

日本への入国・帰国に際して必要となる書類と手続き手順

J.C.C.I-DL

新型コロナウイルス感染症に関する新たな水際対策措置（2022年10月11日以降適用）
詳しくは外務省海外安全ホームページをご参照ください。
参考URL:https://www.anzen.mofa.go.jp/info/pcwideareaspecificinfo_2022C083.html

1. 渡航前の準備（大連出発までにやっておくこと）
①
②
③
④
⑤

日本VISAの申請(非日本国籍者）……………………………………………………………………………………………P.3
日本行き航空券の手配………………………………………………………………………………………………………P.4
ワクチン接種証明もしくは搭乗72時間前のPCR検査 ……………………………………………………………………P.5～6
中国税関出入国健康申告の登録（到着予定時刻の24時間前から可能）………………………………………………P.7
日本入国時の必要なアプリ事前登録によるファストトラック検疫機能（到着の6時間前までに）…………………P.8～9

2. 大連空港⇒成田空港の手続き ………………………………………………………………………………………………P.10
①
②
③
④
⑤

事前確認
検疫審査
チェックイン
待合ロビー
大連空港出発（搭乗）➔成田空港（到着）

3. 日本に到着後 ……………………………………………………………………………………………………………………P.11
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【中国大連➔日本】１-①-日本VISAの申請について（中国国籍者用）

J.C.C.I-DL

在瀋陽日本国総領事館在大連領事事務所
（地図）
https://mp.weixin.qq.com/s/cA8G_m8-bCLvBfY4zUNAwA
郵便番号：116011
住所：遼寧省大連市西崗区中山路147号 申貿大厦3F
電話：（0411）8370－4077（開館時間外で緊急を要する場合：010－8592－7011）
FAX ：（0411）8370－4066
Eメール： dalian@dl.mofa.go.jp
ryojidl@dl.mofa.go.jp（旅券、証明、在留届等の領事業務に関するお問い合わせ）
kigyo@dl.mofa.go.jp （日系企業支援）
代理機関：
大連棒棰島賓館有限公司査証申請代理処
住所：大連市中山区上海路4号上鼎大厦707室
電話：（0411）8259-0302（短期商用）
：（0411）8259-0320（親族・知人訪問）
：（0411）8259-0330（在留資格）
：（0411）8259-0332（総合案内及び日本語対応）
FAX ：（0411）8259-0360
営業時間： 08:30-11:30 13:00-16:00

大連恵仕達信息諮詢有限公司
（大連市中日友好協会査証代理所）
住所：大連市経済技術開発区金馬路138号古耕商務大厦1105号
電話：（0411）8792-9579
FAX ：（0411）8765-1286
担当者：張岩氏
携帯番号：155-6680-0806
営業時間： 08:30-11:30 13:00-16:00
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【中国大連➔日本】１-②-日本行き航空券の手配

J.C.C.I-DL

※．出発時刻等は変更になる可能性もある為、ご利用の場合には、直接各航空会社にご確認ください。

日本航空（JAL） ：

全日空（ANA）：

https://www.jal.co.jp/inter/
JAL中国コンタクトセンター： 400-888-0808（中国語）
400-127-2470（日本語）

https://www.ana.co.jp/ja/cn/
ANA中国コンタクトセンター：400-882-8888
（中国時間）平日 8:00～18:00、土日祝 9:00～17:30

（中国時間） 8:00～18:00、年中無休

成田⇔大連(大連＝東京 １0月4日～週4便)

成田⇔大連(再開日：１０月２６日（水）～)

便名

出発空港

出発時刻

到着時刻

到着空港

運行日

便名

出発空港

出発時刻

到着時刻

到着空港

運行日

JL829

成田

8：40

11：05

大連

火木金土

NH903

成田

9:00

11:10

大連

水日

JL820

大連

13:00

17:00

成田

火木金土

NH904

大連

12:40

16:40

成田

水日

海南航空（HU440便 大連＝東京）：

便名

出発空港

出発時刻

到着時刻

到着空港

運行日

https://www.hainanairlines.com/JP/JP/Home
電話：+86-95339
+86-89895339
+86-1095339

HU439

大連

09:25

13:55

成田

水

HU440

成田

15:55

18:15

大連

水

海南航空が配布する抗原検査キットを使用して、抗原検査を行ってから搭乗必要があり、別途体調確認書、SARS-CoV-2抗原検査説明書、PCR検査抗原検査申込書を記入し、提出の必要もある。
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【中国大連➔日本】 １-③-「ワクチン接種証明」もしくは「中国出国前72時間以内のPCR検査証明」
J.C.C.I-DL

有効なワクチン接種証明書を保持している場合は、日本渡航前のPCR検査は不要に‼
10月11日以降、世界保健機関（WHO）緊急使用リスト

➔ 中国製のワクチンも認められる。

（https://extranet.who.int/pqweb/vaccines/vaccinescovid-19-vaccine-eul-issued）

⚫

Inactivated COVID-19 Vaccine (Vero Cell)
Beijing Institute of Biological Products Co., Ltd. (BIBP)
北京生物制品研究所

⚫

CoronaVac COVID-19 Vaccine (Vero Cell), Inactivated
Sinovac Life Sciences Co., Ltd
北京科兴中维生物

に記載されているワクチンは「有効なワクチン接種証明書」と見なさ
れます。

▼有効なワクチン接種証明を持たない場合は、従来とおり出国前72時間以内のPCR検査証明書の提出が必要▼
大連市検査機関・検査方法--1：

大連市検査機関・検査方法--2：

【金普新区】大連晶泰医学検査実験室有限公司

【市内】友誼医院

‣電話：4000768568
担当：魏先生186-2444-5333 事前予約が必要
※．出張検査
出張検査料：300元（回数毎,人数制限しない）
中英文報告書費用：160元
報告書の発行時間：翌日の午前中に報告書が出せる
準備するもの：パスポート、遼事通の緑コード
報告書の発行方法：PDF報告書をWeChatで送ってもらい、自ら印
刷する。

住所：大連市中山区三八広場8号
電話：（0411）8271-7393
費用：予約時200 元 +当日16元
※友誼医院国際医療部のWeChat
（ ID:yy82717393 ）の事前追加が必要 。
結果もWeChatで連絡（PDF送付）

■ 友誼病院 流れ
自身でアプリ予約（当日
と翌日分しか予約できな
い）
⇊
予約時に200元支払い
⇊
予約完了
⇊
当日16元支払い
⇊
検査実施（16:00まで）
⇊
翌日PDFで結果受け取り

2022年11月17日(木)現在

【水際対策】出国前検査証明書 参考URL：https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00248.html
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【中国大連➔日本】 １-③-ワクチン接種証明書の取得方法

J.C.C.I-DL

遼事通健康碼にある新冠疫苗接種証明書がそのまま使える
わけではありません。
中国での接種証明については、微信ミニプログラムの「防疫
健康碼国際版」から画像データで入手できます。
👈WeChatでスキャンして「出国人員入口」また

は「入国人員入口」➔「查看及出示国际旅行
健康证明」

➔姓名の記入方式
が要注意!!!

※．遼事通での名前登
録が漢字とピンイン併記
（例：大連太郎DALIAN
TAILANG）の場合には、
漢字での入力が必要で
す。

※．1‐3回目で異なる種
類のワクチンを接種
した場合も、有効と
認められます。

在上海日本国総領事館：https://www.shanghai.cn.emb-japan.go.jp/itpr_ja/11_000001_00755.html
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【中国大連➔日本】 １-④-中国税関出入国健康申告の登録（到着予定時刻の24時間前から可能）

J.C.C.I-DL

出国に際して、中国税関 出入国健康申告を事前に行い、健康電子入力完了画面（QRコード）の提示が入国時に求められてい
ます。

● Wechatをお持ちの方：

●Wechatをお持ちでない

【英語版】 WeChat→発見→ミニプログラム
Customs Pocket Declaration

方、下記URLからAPPをダウ
ンロード：

現在日本語版はないですが、日本語詳細記入例は、P．20をご参照ください。

【中国語版】Wechatミニプログラム（微信搜索小程序）
。
海关旅客指尖服务➔健康申报/修改健康申报➔我知道了➔情報を入れる➔提交申报➔健康申报码
以下は中国語版の参考例：

https://agentzshg.chi
naport.gov.cn/umserve
r/js/downLoadApp/inde
x.html

出国

※．バーコードのスクリーンショットを保存
してください。
※．姓名はローマ字で記載してください。

スクリーンショット
で保存❢❣❣

※．座席番号は、未アサインであれば、
「00」と入力ください
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【中国大連➔日本】 １-⑤-日本入国時の空港検疫で必要なFast Track「Visit Japan Web」の事前登録
J.C.C.I-DL
◼日本入国時の要求：
新型コロナウイルス感染症（日本入国後の検査と待機は不要）
参考URL:https://www.dalian.cn.emb-japan.go.jp/itpr_ja/11_000001_00438.html
日本政府は、オミクロン株に関する知見、各国・地域における流行状況、日本への流入状況などのリスク評価、ワクチンの有効性等を踏まえ、各
国・地域からの流入リスクを総合的に勘案し、国・地域を「赤」・「黄」・「青」の3つに区分し、それぞれ異なる措置をとることとしました。
3つの区分の詳細 ➔ https://www.anzen.mofa.go.jp/covid19/pdf2/0526_list.pdf 中国本土は「青」であり、中国本土から日本に入国する場合、ワ
クチン接種歴にかかわらず、日本入国後の検査や待機は不要です。
●

また、「ファストトラック」を利用することで、入国時の手続を簡略化できます。

☈ デジタル庁が推進しているVisit Japan Web (VJW) のシステ
ムバージョンアップに伴い、2022年11月1日より「ファストト
ラック」は「Visit Japan Web」の機能の一部となります。

☈ Visit Japan Web
11月1日からファストトラックは登録可能
https://vjw-lp.digital.go.jp/

☈ これにより、「入国審査」、「税関申告」、「検疫（ファス
トトラック）」の入国手続オンラインサービスがVJWで一元的
に利用可能となります。
☈ 11月1日以降に新規登録を行う場合はVisit Japan Webをご利
用ください。
11月14日以降に入国する場合、従来のMySOSでは新規登録がで
きませんので、ご注意ください。
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【中国大連➔日本】 １-⑤- Fast Track「Visit Japan Web」利用の流れ
Visit Japan Web

ログイン： https://www.vjw.digital.go.jp/main/#/vjwplo001

1. 入国（または帰国）前に行うこと

STEP 0

アカウント作成・ログイン

新規アカウント作成を行
い、ログインしてくださ
い。
メールアドレスにてアカ
ウントを作成できます。

J.C.C.I-DL

STEP 1

利用者情報の登録

利用者の情報を登録して
ください。
同伴する家族の情報を登
録できます。

2. 日本到着時に行うこと

STEP 2

スケジュールの登録

入国・帰国の予定を登録
してください

STEP 3

必要な手続きの情報登録
登録した予定における入国・
帰国の手続の情報を登録して
ください。
① 検疫（ファストトラック）
② 入国審査（外国人入国記
録）
※日本人と、再入国する外国
人は不要です。
③ 税関申告（携帯品・別送品
申告）。

STEP 4

入帰国の手続でQRコード表示

入国・帰国の手続でQR
コードを表示してくださ
い。
① 検疫のQRコード
② 入国審査のQRコード
※日本人と、再入国する
外国人は不要です。
③ 税関のQRコード
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【中国大連➔日本】 ２-①、②、③、④-大連空港 ➔ 成田空港 の手続き
④待合ロビー
大連空港ビル入構時
以下が必要

・ここで『質問票-Web』のWeb申請を行います
・ 『質問票-Web』 QRコードを読み取り、回答 フォームに情報を入力しま
す
・VPNでなくてもつながります（通信は遅いです）
・最後にQRコードが出てくるので、スクリーンショットに保存します

• 遼事通健康コード、国務
院行程コードの提示

• 防爆検査
• 48時間以内PCR検査陰性結
果の提示

空港ホットライン：96600

③チェックイン
• 発券、荷物等の通常のチェッ
クインを済ませた後、My SOS
での事前登録が済んでいな
いお客様は 厚生労働省『質
問票-Web』の案内を受け取り
ます。
• Web申請は④のロビ ーで行う
とよいでしょう。

②検疫検査 ・健康状況
申請書のQRコードを
リーダーにかざします

• 場所コードのスキャン

国際便の場合は、空港2階22
或いは24号門から入構。

J.C.C.I-DL

①事前確認

OKであれば、 そのまま通過で
すが、NGであっても （事前の
WEB申請でチェックする場所を
間違えた OR入力漏れがあっ
た）職員がPCの画面で どこが
NGか丁寧に教えてくれます ・
チェックミスがあると、申請をやり
直しさせられます。

空港職員が出国に当たり、必要な書類を持っているか事前
にチェックに来ます
パスポート
Visit Japanもしくは検査陰性証明書（出国前72時間以内）
出入国健康状況申告書（出国前24時間以内）
➔事前にWeb申請後、➔スクリーンショット保存
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【中国大連➔日本】 ２-⑤- 大連空港出発（搭乗）➔日本 成田空港（到着）

※．中国➔日本は、通常の機内食が提供されます
（日本➔大連 通常の機内食は無し）

J.C.C.I-DL

入国後の自宅待機などは不要です。
※ 公共交通機関も利用可能です。

中国

「青」区分の 中国からの入国者は！
ワクチン接種歴に関わらず、日本入国後の検査や待機は不要です。但し、ファストトラックの有無で到着後の動線が分かれ、
空港を出る時間が大きく変わりますので、ファストトラックの事前申請をお勧めいたします。
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02 日本

中国大連

中国への渡航に必要な手続きの手順

J.C.C.I-DL

中国渡航に際して、外国人の入国は大幅に制限されており、中国当局がこれまでに明らかにしている外国人入境措置は以下となっ
ております。
参考URL： http://jp.china-embassy.gov.cn/jpn/sgjss/200412/t20041205_1815756.htm

1. 渡航前の準備（日本出発前にやっておくこと）
① 中国VISAの申請………………………………………P.13
② 中国行き航空券の手配………………………………P.14
③ 渡航前検査及び健康コード申請手続き
A) 渡航前検査 …………………………………………………………………………………………………………………P.15
B) HDC健康コードの取得（最終提出期限までにPCR検査報告書＋通常提出書類を添付し申請）…………………… P.16～18
C) 中国税関出/入国健康申告の登録（入国前24時間以内）………………………………………………………………P.19～20

2. 中国へ移動(成田空港➔大連空港)
① 成田空港 搭乗 ………………………………………P.21
② 大連空港 到着 ………………………………………P.22

＊下記必ずご確認下さい＊

3. 中国大連に到着後
①
②
③
④
⑤

大連空港内の流れ……………………………………P.23
入国後の行動制限措置（隔離観察等）……………P.24
隔離用持ち込み物品…………………………………P.25
大連市隔離ホテル情報………………………………P.26～27
隔離経験者からの経験談……………………………P.28～31

新型コロナウィルスに係る日本からの渡航者・日本人に対する各
国・地域の入国制限措置
外務省海外安全ホームページ：2022.10.7更新
https://www.anzen.mofa.go.jp/covid19/pdfhistory_world.html
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【日本➔中国大連】１-①-中国VISAの申請について

J.C.C.I-DL

中国VISA申請についてのお知らせ（2022年8月23日更新）

駐日中国大使館HP

参考URL： https://mp.weixin.qq.com/s/rYqDK2YDTAtHweQu7APFRQ
日本人に対するビザ免除措置は停止されています。
駐日中国大使館によれば、8月23日から、以下のビザの申請が可能となっていま
す。また、ビザの申請には、新型コロナウイルスワクチン接種証明書が必要と
されています。
また、有効な「居留許可」を所持する方、APEC・ビジネス・トラベル・カード
（ABTC）を所持する方も入国可能とされています。
VISAの種類

中国VISA申请服务中心（東京）
地址：〒135-0063 东京都江东区有明3-7-26有明Frontier大厦
B栋12楼
电话：03-3599-5515
传真：03-6432-0550
电子邮箱：tokyocenter@visaforchina.org
网址：https：//bio.visaforchina.org/TYO2_ZH/index.shtml

申請対象者

申請材料

中国国内の取引先が発行した招聘状

M（商業・貿易）

可

商業貿易活動の目的で訪中する方

F（交流・訪問・視察）

可

技術開発提携、訪問・交流等の非営利活動の目的で訪中
中国国内の関係機関または個人が発行した招聘状
する方

Z（就労）

可

就労の目的で訪中する方

《外国人工作許可通知》または《外国人工作許可証》

X1（长期留学）

学歴教育を受ける長期留学の目的で訪中する方

「外国留学人員来華査証申請表」（JW201/202表）原本、入学通知書
原本または復校証明

S1（随行家族【180日以上】）
S2（随行家族【180日以内】）

可

中国国内に就労または留学で渡航する方(既に渡航済み
の方)の配偶者や18歳未満の子、両親、配偶者の両親に
当たる方

許可通知」または留学生の「外国留学人員来華査証申請表」
（JW201/202表）（既に渡航している場合は、その方のパスポート、
招聘状、工作居留許可または留学居留許可）、親族関係を証明する
書類

Q1（親族訪問【180日以上】）
Q2（親族訪問・団らん【180日以内】）

可

中国人または中国永住権確保持外国人の親族に当たる方。招聘する方の中国身分証または中国永住居留証のコピー、招聘状、
該当する親族の範囲：配偶者、両親、配偶者の両親、子、親族関係を証明する書類（出生証明、結婚証、戸籍謄本、公安局発
子の配偶者、兄弟姉妹、祖父母、孫
行の関係証明、親族関係公証等）

C（乗務員）

可

乗務員など

L（観光）

×

外国運輸輸送会社発行の保証書または中国国内の関係機関発行の招
聘状
ビザ申請不可
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【日本➔中国大連】 １-②-中国行き航空券の手配について

J.C.C.I-DL

出発時刻等は変更になる可能性もある為、ご利用の場合には、直接各航空会社にご確認ください。

日本航空（JAL） ：

全日空（ANA）：

https://www.jal.co.jp/inter/
JAL中国コンタクトセンター： 400-888-0808（中国語）
400-127-2470（日本語）

https://www.ana.co.jp/ja/jp/international/
ANA中国コンタクトセンター：400-882-8888
（中国時間）平日 8:00～18:00、土日祝 9:00～17:30

（中国時間） 8:00～18:00、年中無休

成田⇔大連(大連＝東京 １0月4日～週4便)

成田⇔大連(再開日：１０月２６日（水）～)
運行日

便名

出発空港

出発時刻

到着時刻

到着空港

運行日

火木金土

NH903

成田

08:55

11:15

大連

水日

火木金土

NH904

大連

12:45

16:40

成田

水日

海南航空（HU440便 大連＝東京）：

便名

出発空港

出発時刻

到着時刻

到着空港

運行日

https://www.hainanairlines.com/JP/JP/Home
電話：+86-95339
+86-89895339
+86-1095339

HU439

大連

09:25

13:55

成田

水

HU440

成田

15:55

18:15

大連

水

便名

出発空港

出発時刻

到着時刻

JL829

成田

08：40 11：05 大連

JL820

大連

13:00

17：00

到着空港

成田

海南航空が配布する抗原検査キットを使用して、抗原検査を行ってから搭乗必要があり、別途体調確認書、SARS-CoV-2抗原検査説明書、PCR検査抗原検査申込書を記入し、提出の必要もある。
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【日本➔中国大連】 １-③- A) 渡航前48時間以内のPCR検査

2022年11月14日以降に日本から中国へのフライトを利用する場合、出発前48時
間以内に受検したPCR検査の陰性証明書が必要となります。

J.C.C.I-DL

所定フォーマット
中国入国希望者専用表

中華人民共和国駐日本国大使館｜中国渡航前検査及び健康コード申請の最新措
置について（2022年11月14日更新）
http://jp.china-embassy.gov.cn/tztgnew/202211/t20221114_10974383.htm
◼

◼

任意の検査機関で受験する場合は、必ず中国駐日本国大使館・総領事館が指定する
所定フォーマットにて検査が可能かどうかを含めてサービス内容・検査時間等をご
確認の上、予約・受験してください。
検査は管轄地域を跨いですることも可能です。

所定フォーマットを使用した検査証明書を取得できる検査機関

参考リンク先❶大使館
http://jp.chinaembassy.gov.cn/tztgnew/202211/P020221116543984017081.pdf

请核对信息无误后即上传此证明原件（纸质版照
片或 PDF 均可）申请健康码，并避免外出，杜绝
聚餐等“三密”行为，严防感染。
個人情報をご確認の上、直ちにこの原本（写真ま
たは PDF ファイルの画像）をアップロードして健
康コードを申請してください。検査後は外出や会
食などの「３密」を避けてください。

COVID-19 に関する検査証明
Certificate of Testing for COVID-19
交付年月日
Date of issue

氏名

パスポート番号

Name

Passport NO.

国籍

生年月日

性別

Nationality

Date of Birth

Sex

連絡先（中国）

連絡先（日本）

Phone number(China)

Phone number(Japan)

上記の者の COVID-19 に関する検査を行った結果、その結果は下記のとおりである。
よって、この証明を交付する。
This is to certify the following results which have been confirmed by testing
for COVID-19 conducted with the sample taken from the above-mentioned person.
検査項目

採取検体

検査法

検査結果

検体採取日時

Testing Item

Sample

Testing Method

Result

Specimen Collection

for COVID-19

核酸増幅検査

鼻咽頭拭い液

Date and Time

real-time(RT-)

陰性(negative)□

PCR 法

陽性(positive)□

Date(yyyy/mm/dd)
/

/

Time(24h)

医療機関名(Medical institution)

参考リンク先❷総領事館
http://jp.chinaembassy.gov.cn/lszcnew/lsbzhjsnew/201112/t20111205_9475660.htm

住所(Address of the institution)
電話(Telephone number)
医師名(Signature by doctor)
印影
An imprint
of a seal
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【日本➔中国大連】 １-③- B) HDC健康コード申請の手続き

J.C.C.I-DL

日本から中国に渡航する中国籍を含む全ての乗客は、専用サイトにて 搭乗するフライトごとに設定された最終提出
期限 までに 陰性証明書＋その他提出書類のアップロードを行い健康コードの申請 が必要です。
必要な書類：
◼ PCR検査陰性証明書
◼ パスポートコピー
◼ 航空券の予約証明（eチケット等）

健康コード申請期限は 搭乗するフライト出発時刻により申請期限が
異なります ので、必ず下記表に記載されている 最終提出期限 まで
に健康コードを申請してください。
なお、申請は専用サイト または QRコードをスキャンして行います。
下記よりアカウントを登録、必要事項の記入 及び 必要書類を添付
し、各PCR検査機関の登録所在地の 管轄地域の大使館・総領事館 へ
健康コードの申請を行って下さい。

登録専用サイト：
https://hrhk.cs.mfa.gov.cn/H5/
ご出発当日、航空会社はチェックイン時に健康
コードの確認を行いますので、その際に健康コー
ドをご提示ください。
スクリーンショットや印刷した健康コードは受付
不可となっておりますのでご注意ください
16

【日本➔中国大連】 １-③- C) HDC健康コードの登録手順

Step2.

J.C.C.I-DL

検査結果の登録 登録後、

大使館の審査を通過するとコードが発行され
ます。
大使館の審査には一定時間（3時間程度）を要し
ますので、検査結果を入手したらすぐに
登録しましょう。

PCR検査を受けた医療
機関を選択

入力が
不要に

PCR検査の検体採
取日を選択

１０M以上はダメ（JPEGにすること）
※．でも、写真に撮って貼るのが良い
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【日本➔中国大連】 １-③- C) HDC健康コードの取得

Step3. 中国大使館による審査
上記の申請が完了すると、黄色のコード
が表示されます。これは、大使館の審査
中というステータスを表します。

無事に審査が通ると、緑色のコードに
変わりますので 少し時間を置いてチェッ
クしてみてください。
、

J.C.C.I-DL

⇦⇦

申請後、審査・認証が完了すると、グリーン健康コード（緑色）が取得できます。
緑色にならない場合は、予定しているフライトへの搭乗ができませんので、ご注意くださ
い。
ご注意：
ご出発当日、航空会社はチェックイン時に健康コードの確認を行いますので、その際に健
康コードをご提示ください。
スクリーンショットや印刷した健康コードは、受付不可となっておりますのでご注意くだ
さい。

※赤いコードになった場合には、申請内
容に問題があります。もう一度内容を確
認の上、再申請してください。

• 審査結果が登録時のメールアドレス
に連絡も送付されます。
• 審査所要時間が30分程度
18

【日本➔中国大連】 １-③- D)中国税関出・入国衛生健康申告の登録（中国入国前24時間以内）
入国に際しても、中国税関 出入国健康申告を事前に行い 健康電子入力完了画面（QR
コード）の提示が入国時に求められています（登録未完了の場合は最後尾での降機となる
場合があります）。

登録QRコード 及び ウェブサイト：
出発の前日【※中国到着予定時間（現地時間）の24時間前から申請可能】から、下記のQR
コードをスキャン、必要事項の申告を行います。項目が多数あるため、空港到着前の登録
を推奨致します。なお、登録完了後に表示される QRコード は中国入国の際に提示が必要とな
りますので、必ずご自身で保存して下さい。

J.C.C.I-DL

登録方法については、以下のリンク先をご参照
ください。

参考URL：
日本航空（JAL）｜大連、広州へ渡航されるお客
さまへ
全日空（ANA）｜中国税関出入国健康申告記入例

●ご注意
登録の際には「座席番号/Seat No」の入力が必
要となります。
Webチェックイン等で座席番号を確定後、登録し
てください。
※.事前座席指定が行えない場合は、一度「NA」
でご登録頂き、出発当日に座席番号が確定次第、
登録データの上書きで修正いただくことが可能
です。その場合にはQRコードが更新されますの
でご注意ください。
登録完了後に表示されるQRコードは入国の際に
検疫官が確認致します。

中国出国時も登録した「健康状況申告書」の、中国入国版です。
• ミニプログラムからも入力できます。
• 詳細は次ページ参照！
• 姓名はローマ字で記載してください。

完了画面を取得されていない場合は、最終降機
となる可能性がございますので、必ず最新の座
席が確定した際のQRコードをご自身で保存をお
願い致します。
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【日本➔中国大連】 １-③- D)中国税関出入国健康申告書コード
中国出国時も登録した「健康状況申告書」の、中国への入国版です。

参考例：

J.C.C.I-DL

⇦日本語参考例です。

※【重要】

現在、中国語版と英語版しか
ありません。詳細例は、P．6
をご参照ください。

 航空会社のカウンターで
も確認されますので、事
前登録してスクリーン
ショットを準備すること
をお勧めいたします。
 バーコードのスクリーン
ショットを残す。 入国
時にインターネットに繋
がらないリスクを回避す
る。

①「健康状況申告」から入力してください。
大連空港 入境者情報登録は不要に‼
② 中国に入国の方は、「入国」を選択してください。中国から出国の方は、「出国」を選択してください。
③ 日本人の方は、「氏名」をローマ字で入力してください。 →例）SORANO TARO
④ 公共交通機関は「YES」を選択してください。選択しない場合、便名と座席番号を記入できなくなります。
⑤ 搭乗便名は「NH 便名」を入力してください。 →例）NH919
⑥ 座席番号は、搭乗手続き時に確定した座席番号を入力してください。 →例）15A 未アサインであれば、「00」と入力ください。
⑦ 中国国内の滞在先住所を○○省＋○○市＋○○区＋マンション名・部屋番号まで入力してください。 →例）辽宁省大连市中山区 XX 路 36 号 XX 大厦 201 室
⑧ 直近 14 日間の「開始日」は到着日（中国に入国の場合）/出発日（中国から出国の場合）のマイナス 14 日間となります。 「終了日」は到着日（中国に入国の場合）/出発日（中国から出
国の場合）の当日となります。→例）30 日到着の場合、16 日から 30 日の滞在先を記入
⑨ 中国に入国の場合：直近 14 日以内に、中国国内に滞在歴がある方のみ、中国国内の滞在先住所を市区町村まで詳しく記入してください。滞在歴がない方は、この項目を削除してください。
中国から出国の場合：中国国内の滞在先住所を市区町村まで詳しく記入してください。
⑩ 中国に入国の場合：滞在した国・地域を都市名まで記入してください。 中国から出国の場合：直近 14 日以内に、海外に滞在歴がある方のみ、滞在した国・地域を都市名まで記入してくだ
さい。滞在歴がない方は、この項目を削除してください。
⑪ 成田空港から出発便は「CHIBA」ではなく、「TOKYO」と記入してください。
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【日本➔中国大連】 ２-①-中国へ移動-成田空港

搭乗！！

➔大連空港

JAL 便

J.C.C.I-DL

ANA 便

成田第一ターミナル
南翼

※．便により差はあるかと思われますが、成田でも待ち時間は大体２時間程度の模様。

カウンターでのチェックイン時、ＨＤＣコードに加え、中国税関健康コードの提示も求められます。
大連空港到着後、中国税関健康コードの提示は求められません。
21

【日本➔中国大連】 ２-①-中国へ移動-成田空港➔大連空港

大連空港到着

到
着

J.C.C.I-DL

※．受付カードは、大連到着時の機内で
配布される場合があります。

⇈不用の場合もある

受付カードです。
首から下げるように指示されます。
基本情報確認・PCR検査の際に空港職員
へ提示し、PCR検査終了後に回収されま
す。裏面（右）は、検体採取の同意書で
す。右下に署名・日付を記入すればOKで
す。

降機してすぐに消毒チームが待ち構えて
いましたが、キャスターバッグのみ消毒、
リュック、ショルダーバッグなどの手荷
物は消毒液をかけられませんでした。
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【日本➔中国大連】 ３-①-中国に到着（空港1階の流れ）

1階の流れ

④入国審査

③PCR検査（7/11より、咽頭拭子のみになります）
④入国審査
⑤預け荷物受け取り 税関申告 ・
⑥事前に紙で用意した「入国者情報カード」の提出
⑦隔離ホテル行きのバス乗車

⑦隔離ホテル行きの専用バス乗車
指定されたレーンで、乗車合図があるまで待機してください。
• 乗車前に、荷物が再度消毒されるケースとされないケースともあり、
• 手荷物も消毒対象です。ビショビショになります。
飛行機内で透明な袋(事前準備)に入れてる人有り。
荷物の載せ下ろしは各自で行ないます

⑥「入国者情報カード」提出
日本人（外国人）であることを告げると、
外国人専用受付エリアに通されます。
• ここには日本語が話せる職員（外事弁の
職員）がいます 。
• ここで事前に登録した番号を提示します。

⑤預け荷物受け取り・税関申告

J.C.C.I-DL

ここで手荷物消毒
有り 電子機器注意

入国カード青色に変更 裏
面 に ３ 、 ４の 記 載 欄 有 り

入国審査エリアの前で 黄色い入国カード
裏面に以下項目の記載を求められます。
１．自分の氏名
２．自分の電話番号
３．中国国内の連絡先氏名
４．中国国内の連絡先電話番号
※.3,4は、以下の通り記載してください。
張＊＊：135 5599 30**
• 表面記載のタイミングで裏も記載してお
きましょう。
• 入国審査自体は、通常通りです。

③PCR検査
•
•
•
•
•

半個室で実施します。
受付カードにチェックされます。
着用していたマスクは廃棄させられます。
喉に綿棒を入れられます。
検査終了後、新しいマスクを渡されます
ので、その場でマスクを着用しましょう。
指示が無ければ、着用してきたマスクを
そのまま使用するケースもある。

バゲッジクレームで自分の荷物を引き取ってください。
荷物がビショビショに消毒されています。
税関申告が必要な場合、申告してください
この先、隔離ホテルに到着するまでトイレに行けません。
赴任の方などで、引っ越し荷物を別送しているお客様は、
当エリアの税関申告（赤）ブースにて、「別送品申告書
の提出を行い、税関の印鑑を取得する」ことが必要です。
一度税関エリアを出てしまうと、再び戻って申告するこ
とができません

スーツケースや同梱荷物を室内に持ち込む場合もある
ため、大量の場合は乗り降りに苦労する。
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【日本➔中国大連】 ３-②-中国入国後の行動制限措置（隔離観察等）
大連市の措置

：2022年11月17日(木)現在

◆大連から入国し、大連を最終目的地とする方：

５日（ 隔離ホテル・集中隔離医学観察）+３日（自宅健康監測）

● 聯防聯控機制総発〔2022〕101号：
https://mp.weixin.qq.com/s/xhrLqCrsQdfV45B6mvsyyQ
大使館・総領事館（参考URL ）

※．集中隔離期間中に、1、2、3、5日目にそれぞれ1回のPCR検査を行う。自宅健康監測
在中国日本国大使館

北京市・天津市・河北省・河南省・
陝西省・湖南省・湖北省・甘粛省・
内蒙古自治区・寧夏回族自治区・
青海省・新疆ウイグル自治区・山
西省・チベット自治区

在広州日本国総領事館

https://www.guangzhou.cn.embjapan.go.jp/itprtop_ja/index.htm
l

広東省・福建省・海南省・広西チ
ワン族自治区

在上海日本国総領事館

https://www.shanghai.cn.embjapan.go.jp/itprtop_ja/index.htm
l

上海市・江蘇省・浙江省・安徽省・
江西省

在瀋陽日本国総領事館

https://www.shenyang.cn.embjapan.go.jp/itprtop_ja/index.htm
l

大連市を除く遼寧省・吉林省・黒
龍江省

在大連領事事務所

https://www.dalian.cn.embjapan.go.jp/itprtop_ja/index.htm
l

遼寧省・大連市

在重慶日本国総領事館

https://www.chongqing.cn.embjapan.go.jp/itprtop_ja/index.htm
l

重慶市・四川省・雲南省・貴州省

在青島日本国総領事館

https://www.qingdao.cn.embjapan.go.jp/itprtop_ja/index.htm
l

山東省

◆ 大連から入国し、大連以外の都市を最終目的地とする方：

最低５日（ 隔離ホテル・集中隔離医学観察）

管轄する直轄市・省・自治区

https://www.cn.embjapan.go.jp/itprtop_ja/index.htm
l

の1、3日目にそれぞれ1回のPCR検査を行う。
※．社区によって、８日間集中隔離を要求される場合もある。

J.C.C.I-DL

※．最終目的地へ事前報告（登録）義務があり、大連での隔離期間や隔離後の移動方式等、
隔離ホテル及び最終目的地の指示に従ってください。

その他参考情報：
● 12区市県街道・社区の電話番号
参考リンクhttps://mp.weixin.qq.com/s/J07UNfPwJHrdhsmiRwOJeQ
各区の要求と社区等の連絡先が入っております。
● 各地の情報調査小プログラム：
リスクレベル調査： http://m.dl.bendibao.com/news/yqdengji/
中国国内各地のリスクレベル情報が入っており、省と市を選択すれば、その都市に所属する各区の
リスクレベル情報が表示されます。
PCR検査規定： http://m.dl.bendibao.com/news/hesuanjiance/all.php
「出発地⇔目的地」を選択すれば、中国国内各地のPCR検査規定が表示されます。
隔離政策調査
http://news.sina.cn/project/fy2020/covid_19_trip.d.html?fromCity=CN21010000000000

● コロナ関係の渉外問い合わせ先
中国語18242065072 日本語15941101783
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【日本➔中国大連】 ３-③-中国隔離用持ち込み部品の準備
分類

食事

項 目

J.C.C.I-DL

備 考

食器

皿、汁椀、コップ、 箸、フォーク、スプーンなど

ドライフード（お湯をかけるだけ ドライフード ） インスタント食品

カップ麺、味 噌汁、スープなど

缶詰

おかず系 果物など

パン（長期保存用） カロリーメイト類
調味料、ジャム

ふりかけ、醤油、マヨネーズなど

茶（緑茶、紅茶）、コーヒー（ドリップコーヒー・インスタントコーヒー）等
青汁、 サプリメント
甘いもの、おやつ、

洗濯
炊事

生活用品

洗濯洗剤・ハンガー・洗濯紐
食器用洗剤・スポンジ
衣類

乾きやすい服 捨てようと思っていた服

タオル

大連のホテルでは交換してもらえますが、念のため。

シャンプー 類、石けん、歯ブラシ、歯磨き粉、スリッパ

ホテルのものをもらえますが お気に入りがあれば

携帯用ウォシュレット、髭剃り

髭剃りはホテルに常備していません。

常備薬 （風邪薬、鎮痛解熱剤、胃 腸薬 冷却シートなど）

体調不良に備え、風邪薬、医療薬、下痢止め等の各種常備薬を持参した方が良い。

爪切り、はさみ、ナイフ

体温計

ホテルからは貸与されない場合もあるので。
隔離終了後の健康管理 にあたっても必需品です。

除菌スプレー
ウェットティッシュ
ゴミ袋
運動用品

ストレッチ用品など

タブレット端末
娯楽

書籍
テレビ映写用接続ケーブル （HDMI）

携帯やタブレット端末をTVに映写したい場合
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【日本➔中国大連】 ３-④-大連市の隔離ホテル情報

J.C.C.I-DL

大連空港で入国手続きを済ませゲートを出ると、隔離ホテルに行くまでに中国籍・外国籍に分かれて並ばされます。
大連の入境者隔離ホテルは十数ヶ所ありますが、現在、日本人がよく振り分けられる隔離施設をご紹介します。

※.基本的には、ホテルの指定はできず、大連空港到着後に、大連市政府係官によって割り振られます。
瓦房店方舱隔离中心

大连仲夏花园酒店

大連渤海明珠大酒店

辽宁省大连市瓦房店香洲田园城
電話番号：0411-8522-9555
大連市内までの所要時間は約1時間20分

辽宁省大连市傅家庄旅游风景区八一路222号
電話番号：0411-8249-2222
大連周水子国際空港まで、約14.15キロメートル

辽宁省大連中山区胜利広場8号
電話番号： 0411-8812-8888
大連駅の隣

日本語担当者：
秋京锡 158-9810-0043
邢冰冰 158-4245-3399
11月現在
閉鎖中

【日本➔中国大連】 ３-④-大連市の隔離ホテル情報
大连香洲大酒店 （セントラル プラザ ホ
テル）
辽宁省大連西岡区中山路145号
電話番号：0411- 83699988
申貿ビルの隣

J.C.C.I-DL

圣汐湾度假酒店

昱圣苑国际ホテル

辽宁省大連市甘井子区小平岛广场 19、21、23、
25号
電話番号：0411- 39943399

辽宁省大连市 沙河口区太原街6号
電話番号 0411-3988-8830、04113988-8888

大连蓝堡酒店
辽宁省大連市甘井子区小平岛路39号
電話番号：0411- 62498899

【日本➔中国大連】 ３-④-大連市の隔離ホテル情報
※．ホテルでの生活は、ホテル担当者及び外事弁公室の担当者がサポートしてくれます（日本語対応可）
•

チェックイン後に健康調査表が渡されます。

•

ホテル滞在中はWeChatのグループチャットを使ってホテルスタッフとやり取りですので、 中国のアプリ
「Wechat 微信」を必ず事前ダウンロードしておく事が大切です。

•

部屋からは一歩も出ることができない。食事の提供とゴミ出しは、部屋のドア前で行われる。

•

ほぼ毎日PCR検査があります。

•

シーツ交換や掃除などのルームサービスはない為、各自で行う必要あり。交換するタオルやシーツは部屋の外に出
しておく。

•

検温結果をフロントに知らせる義務有。

•

朝食、昼食、夕食は定時に届けられ、その都度ドアをノックして知らせてくれる。メニューは中華料理が中心の為、
口に合わない可能性有り。

•

食事が終わりゴミを外に置いておくと、消毒係が来て消毒剤を撒き、その途に回収係が回収。

•

フロントに電話すれば翌日の昼食と夕食が分かり、特別メニューのオーダーも可能（要追加費用）

•

出前（外卖）は禁止だが、差し入れは可能（物による）。必要なもの（飲料、菓子、果物など）をホテルスタッフに申
し入れれば、購入してくれる場合もある。

•

洗濯は自身で手洗い。

•

シャンプー、バスジェル、歯ブラシ、スリッパ、トイレットペーパーなどのアメニティも初日に纏めて支給される。

J.C.C.I-DL

※．チェックアウト
•

チェックアウトの時間はホテルから指定
される。

•

チェックアウト後、居所への移動手段
に関しては、事前に目的地社区に確
認をする必要あり。（7日隔離後の3日
観察隔離居住地への移動はホテルが
準備、3日観察隔離後、各自で移動
交通手段を手配）

•

大連から別の都市に移動する場合は、
目的地での隔離条件を確認する必
要あり。

•

支払いはクレジットカードの使用可、
現金の場合は人民元のみ。

※．体調に異常が有る場合
PCR検査結果が陽性の場合や、発熱な
ど疑似症状が有る場合は、救急車で移
送され、発熱外来の就診又は医学観察
となる。衛生当局の指示に従ってください。
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【日本➔中国大連】 ３-⑤-隔離経験者からの経験談-----仲夏花園酒店
1) 隔離ホテル初日の13-14時ごろ、お昼ご飯が出ました。仲夏ホテ
ルの食事は隔離期間中、すべて中華料理でした。食事のデザー
トにリンゴ、桃が丸ごと出てきました。果物ナイフはあった方
がいいかもしれません。
2) アメニティ類はホテル（劉さん、日本語Ok）に言えば追加でく
れます。お菓子、飲み物などもホテル経由で頼めます。
3) 外からの差入れも可です。いずれの場合でもお酒はNGでした
4) ホテルの部屋にはベランダがありますが、外からチェーンロッ
クがかけられており外には出られません。換気用。
5) エアコンが使える部屋と使えない部屋もある。
6) 廊下奥に非常口がありますが、外から板を打ち付けられていま
す。
7) シャンプーはありませんでした。歯ブラシはありましたが歯磨
き粉は小さいチューブ。要求すればもらえるかどうかは未確認。
私はすべて持参。
8) 仲夏では体温計の貸与がありました。水銀式です。
9) 隔離中のお酒の注文（購入）ができませんでした。ホテルに
よってはＯＫのところもあるようです。（注文リストは、右図
をご参照）
10) 仲夏ホテル以外も同様と思いますが、今回赴任で受託手荷物多
めで来てしまったのですが、ホテル到着後アルコール消毒がな
され、その後部屋まで自力で荷物を運ばなければならず、階段
（スロープはありましたが勾配が急すぎて一度に荷物は運べま
せん）を含めた運搬に大変に苦労しました。荷物は最小限を強
くお勧めいたします。

J.C.C.I-DL

サービス案内書

冷蔵庫

バスルーム

商品リスト

食事例

リビング
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【日本➔中国大連】 ３-⑤-隔離経験者からの経験談-----西安路昱聖苑国際ホテル
1)
2)
3)
4)
5)
6)

J.C.C.I-DL

西安路昱聖苑ホテルは以前同様にお酒の購入でき、日本食中心で食事も良い。
シャンプー、ボディーソープ、歯ブラシあり。
シーツ交換は月曜、タオル交換は月、木
デジタル式体温計の貸与がありました。
ビール、日本酒、ワイン、角瓶、乳製品、つまみが代理購入の買い物リストにありました。
ホテルからは3食＋水（1リットル/日）しか提供されないので、それ以外は別料金で入手することになる。

食事例

寝室

部屋からは路面電車の駅が見える

冷蔵庫

廊下

事務ディスク
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【日本➔中国大連】 ３-⑤-隔離経験者からの経験談-----大連聖汐湾度假酒店

寝室

バスタブなしのお部屋もある模様

ミネラルウォーター

J.C.C.I-DL

バルコニーからの眺めもよき

液体の洗濯洗剤１袋が用意してあります。
ゴミ袋やお掃除用のホウキと塵取り、新品の雑巾がわりに使えるタオルも有。
シーツや枕カバーは残念ながら交換してもらえません。
テレビはありますが、中国のインターネットテレビです。
【Wi－Fiについて】Wi－Fiは、部屋番号を選択すると繋がります。 食事例
※パスワード設定なし
【チェックイン時のwechatグループ参加】チェックイン時に二つのグループチャットに参加するよう言われます。QRコードを二つと
もスキャンします。①「圣汐湾隔离点（体温）」検温結果などを知らせる ②「圣汐湾前台客服群」
※隔離者が増えた場合には、服務群が２グループにわかれることもあります。グループに加入後、グループ内でのお名前を変更し
てください。例：氏名（漢字）＋部屋番号（山田太郎 888X）
お名前の変更方法は、グループ画面の右上（グループ名の横）の「…」をタップしてください。中段から下の方に、「マイエイリ
アスグループ」をタップすると名前を変更することができます。ここで名前を変更しない場合、毎回、部屋番号と名前を伝えない
となりません。
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