
ビザ（査証）/渡航認証 取得不要国一覧 

国・地域名 旅券残存 詳細 備考 

アイスランド共和

国 

シェンゲン協定加盟国出国時

3 ヵ月以上必要。 

6 ヵ月間で 3 ヵ月以内

の観光は査証不要。 

シェンゲン協定加盟国。旅券の未

使用査証欄が 2 頁以上要。出国用

航空券要。海外旅行保険の加入が

望ましい。 

アイルランド アイルランド出国時 6 ヵ月以

上必要。 

滞在期間・目的に関わ

らず査証不要。 

3 ヵ月を超える滞在の場合は現地

で外国人登録が必要。出国用航空

券、滞在費用の提示を求められる

場合あり。 

アラブ⾸⻑国連邦 入国時 6 ヵ月以上必要。 30 日以内の滞在は査

証不要。 

旅券の未使用査証欄は見開き 2 頁

以上必要。入国時、出国用航空券

の提示を求められる場合あり。 

アルゼンチン共和

国 

帰国時まで有効なもの。 90 日以内の観光は査

証不要。 

往復予約済航空券、または次の訪

問国への航空券が必要。 

アルバ（オラン

ダ） 

その都度、オランダ大使館や

現地に確認する。 

最大 30 日までの滞在

は査証不要。 

十分な滞在費用の証明、出国用航

空券が必要。 

アルバニア共和国 入国時 90 日以上 90 日以内の滞在は査

証不要。 

 

アルメニア共和国 帰国時まで有効なもの。 1 年間で 180 日以内の

滞在は査証不要。 

 

アンギラ（英国） 帰国時まで有効なもの。 観光は査証不要（滞在

期間は入国審査官判

断）。 

入国時に出国用予約済航空券（乗

船証・乗車券）、次の訪問国の査

証（必要な場合）、十分な滞在費

用が必要。 

アンティグア・バ

ーブーダ（英国） 

帰国時まで有効なもの。 観光は査証不要（滞在

期間は入国審査官判

断）。 

入国時に出国用予約済航空券（乗

船証・乗車券）、次の訪問国の査

証（必要な場合）、十分な滞在費

用が必要。 

アンドラ公国（フ

ランス） 

フランスまたはスペインの入

国条件を満たしていること。 

90 日以内の観光は査

証不要。 

フランスまたはスペインから陸路

入国。出入国審査はない（旅券・

航空券の提示を求められる場合が

ある）。 



イスラエル国 入国時 6 ヵ月以上必要。 90 日以内の滞在は査

証不要。 

旅券の未使用査証欄は 2 頁以上必

要。入国時、入国査証カードが発

行される。入国時、出国用航空

券、滞在不意用証明の提示を求め

られる場合あり。 

イタリア共和国 シェンゲン協定加盟国出国時

90 日以上必要。 

180 日間で 90 日以内

の観光は査証不要。 

シェンゲン協定加盟国。出国用航

空券が必要。 

インドネシア共和

国 

入国時 6 ヵ月以上必要。旅券

の未使用査証欄は連続 2 頁以

上必要（無査証入国および査

証を現地で取得する場合）。 

対象の空・海港からの

観光目的の入・出国は

無査証滞在可。 

対象の空・海港（ジャカルタ：

CGK、デンパサール：DPS、スラ

バヤ：SUB、メダン：KNO、バタ

ム島：BTH、ジョグジャカルタ：

JOG 等）から観光目的で入・出国

の場合は無査証滞在可。その他

空・海港及び陸路からの入・出国

は査証要。出国用航空券が必要。 

ウクライナ 帰国時まで有効なもの。 90 日以内の滞在は査

証不要。 

旅券の未使用査証欄は 2 頁以上必

要。滞在費用証明（1 日 US$100

相当の現金、ホテル予約証明書

等）が必要。提示を求められる場

合あり。 

ウズベキスタン共

和国 

出国時 3 ヵ月以上必要。 30 日以内の観光は査

証不要。 

旅券の未使用査証欄は２頁以上必

要。 

ウルグアイ東方共

和国 

入国時６ヵ月以上 90 日以内の滞在は査

証不要。 

 

エクアドル共和国 入国時 6 ヵ月以上必要。 90 日以内の観光は査

証不要。 

観光は年間合計 90 日まで滞在可

能。 

エストニア共和国 シェンゲン協定加盟国出国時

3 ヵ月以上。旅券の未使用査

証欄は連続 3 頁以上。 

180 日間で 90 日以内

の観光は査証不要。 

シェンゲン協定加盟国。入国時、

海外旅行保険加入証明書が必要。 

エルサルバドル共

和国 

入国時 6 ヵ月以上必要。 90 日以内の滞在は査

証不要。 

 

オーストリア共和

国 

オーストリア（シェンゲン協

定加盟国）出国時 3 ヵ月以上

必要。 

6 ヵ月未満の観光は査

証不要。 

シェンゲン協定加盟国。経由する

シェンゲン協定加盟国の規定も確

認する。海外旅行保険の加入が望

ましい。 



オランダ王国 オランダ出国時 3 ヵ月以上必

要。 

180 日間で 90 日以内

の観光は査証不要。 

シェンゲン協定加盟国。旅券の未

使用査証欄は 2 頁以上必要。出国

用航空券、滞在費用証明（英文残

高証明書、トラベラーズチェック

等）、海外旅行保険（保険金額に

規定はないが、治療・救援費用・

死亡の補償が各 EUR３万以上を推

奨）への加入が必要。入国時、提

示を求められる場合がある。 

カザフスタン共和

国 

出国時 6 ヵ月以上必要。 30 日以内の観光、業

務等は査証不要。 

旅券の未使用査証欄は見開き２頁

以上必要。 

カタール国 入国時 6 ヵ月以上必要。 30 日以内の滞在は査

証不要。 

旅券の未使用査証欄は見開き 2 頁

必要。 

キプロス共和国 入国時 3 ヵ月以上必要。 180 日間の期間内で合

計 90 日以内の滞在は

査証不要。 

 

キューバ共和国 入国時 3 ヵ月以上必要。 30 日以内の観光は無

査証だがツーリストカ

ードが必要。 

滞在期間をカバーする海外旅行保

険への加入が必要。入国時に英文

の加入証明の提示を求められる場

合がある。 

キュラソー その都度、オランダ大使館や

現地に確認する。 

最大 30 日までの滞在

は査証不要。 

十分な滞在費用の証明、出国用航

空券が必要。 

ギリシャ共和国 入国時 3 ヵ月＋滞在日数（ギ

リシャ含むシェンゲン協定加

盟国）以上必要。 

180 日間で 90 日以内

の観光は査証不要。 

シェンゲン協定加盟国。旅券の未

使用査証欄が２頁以上必要。海外

旅行保険の加入、滞在費用証明の

持参が望ましい。 

キリバス共和国 入国時 6 ヵ月以上必要。 30 日以内の観光目的

は入国時査証が付与さ

れる。 

復路航空券が必要。滞在費用証明

を求められる場合もある。 

キルギス共和国 出国時まで有効なもの。 60 日以内の査証不

要。 

入国時、出国用航空券、滞在費用

証明の提示を求められる場合があ

る。海外旅行保険の加入が望まし

い。 

グアテマラ共和国 入国時 6 ヵ月以上必要。 90 日以内の滞在は査

証不要。 

出国用航空券が必要。滞在費用証

明の提示を求められる場合あり。 



グアム（米国） 帰国時まで有効な旅券（入国

時 45 日以上が望ましい）。 

45 日以内は査証・

ESTA 渡航認証は不要

（グアム・北マリアナ

査証免除プログラム：

GCVWP の場合）。 

有効な ESTA を所持している場合

は米国査証免除プログラムが適用

される。各要件の詳細は米国大使

館 HP を確認する。 

クック諸島（ニュ

ージーランド） 

その都度、ニュージーランド

大使館や現地に確認する。 

30 日以内の滞在は査

証不要。 

 

グリーンランド デンマークに準ずる。 180 日間で 90 日以内

の観光は査証不要。 

登山、氷河探検、THOLE を入域地

とする場合などは許可が必要。 

グレートブリテン

及び北アイルラン

ド連合王国 

帰国時まで有効なもの。 6 ヵ月未満の滞在は原

則査証不要。 

出国用予約済航空券、滞在費用証

明が必要。 

クロアチア共和国 クロアチア出国時 3 ヵ月以上

必要。 

180 日間の期間内に合

計 90 日以内の観光は

査証不要。 

入国時、出国用航空券、滞在費証

明の提示を求められる場合あり。 

ケイマン諸島（英

国） 

帰国時まで有効なもの。 観光は査証不要（滞在

期間は入国審査官判

断）。 

入国時に出国用予約済航空券（乗

船証・乗車券）、次の訪問国の査

証（必要な場合）、十分な滞在費

用が必要。 

コスタリカ共和国 帰国時まで有効なもの 90 日以内の滞在は査

証不要。 

入国審査時出国を証明する書類の

提示要（復路航空券等）。旅券残

存が 90 日以下の場合、残存と同

日分の滞在許可になる。 

コロンビア共和国 入国時 3 ヵ月以上必要。旅券

の未使用査証欄は入国時 2 頁

以上必要。 

90 日以内の観光は査

証不要。 

往復航空券が必要。入国時、滞在

費用証明の提示を求められる場合

あり。 

サモア独立国 出国時 6 ヵ月以上必要。 60 日以内の滞在は査

証不要。 

出国用航空券、第三国の入国査証

（必要な場合）、宿泊予約証明

書、滞在費用証明等が必要。 

サンマリノ共和国 入国時 90 日以上必要。 90 日以内の滞在は査

証不要。 

 

ジブラルタル（英

国） 

その都度確認する。 短期間の観光は査証不

要。 

 

ジャマイカ 入国時 6 ヵ月以上必要。 30 日以内の観光は査

証不要。 

出国用航空券、滞在費用証明要。 



ジョージア 入国時 6 ヵ月以上。ただし、

帰国時まで有効なもの。 

入国日から 1 年間の滞

在は査証不要。 

滞在費用証明、海外旅行保険（滞

在期間をカバーするもの）への加

入が必要。入国時、出国用航空券

の提示を求められる場合がある。 

シンガポール共和

国 

シンガポール入国時 6 ヵ月以

上必要。 

30 日（入国監査官の

判断）の観光は査証不

要。 

出国用予約済航空券、十分な滞在

費、次の訪問国の査証（必要な場

合）が必要。滞在日数は入国審査

官の判断による。 

スイス連邦 シェンゲン協定加盟国出国時

３ヵ月以上必要。 

180 日間で 90 日以内

の観光は査証不要。 

シェンゲン協定加盟国 

スウェーデン王国 シェンゲン協定加盟国出国時

3 ヵ月以上必要。 

180 日間で 90 日以内

の滞在は査証不要。 

シェンゲン協定加盟国。海外旅行

保険の加入が望ましい。 

スペイン シェンゲン協定加盟国出国時

3 ヵ月以上必要。 

180 日間で 90 日以内

の観光は査証不要。 

シェンゲン協定加盟国。入国時に

往復航空券、滞在費用および滞在

目的の証明（日程表、ホテル予約

証明書等）が必要。海外旅行保険

への加入が望ましい。 

スロバキア共和国 スロバキア出国時 3 ヵ月以上

必要。 

180 日間で 90 日以内

の観光は査証不要。 

シェンゲン協定加盟国。入国時、

出国用航空券、滞在費の提示を求

められる場合がある。 

スロベニア共和国 シェンゲン協定加盟国出国時

3 ヵ月以上必要。 

180 日間で 90 日以内

の観光は査証不要。 

シェンゲン協定加盟国。入国時、

出国用航空券、滞在費用証明（１

日あたり EUR70 相当）の提示を

求められる場合がある。海外旅行

保険の加入が望ましい。 

セーシェル共和国 入国時 6 ヵ月以上必要。ただ

しその都度確認する。 

入国時に復路便予約日

までの滞在許可（最⻑

1 カ月）取得可。 

許可申請時に入国審査官に復路航

空券を提示する。ホテル予約また

は滞在費用を確認される場合あ

り。 

セネガル共和国 入国時 6 ヵ月以上必要。 90 日以内は査証不

要。 

旅券の未使用査証欄は見開き 2 頁

以上必要。往復航空券の所持が必

要。宿泊証明書またはホテル予約

確認書要。海外旅行保険の加入が

望ましい。 



セルビア共和国 出国時 90 日以上必要。 180 日間で 90 日以内

の滞在は査証不要。 

出国用航空券、滞在費用（１日あ

たり EUR50 相当）の提示を求め

られる場合がある。海外旅行保険

の加入が望ましい。 

セントクリストフ

ァー・ネービス

（英国） 

その都度確認する。 観光は査証不要（滞在

期間は入国審査官判

断）。 

入国時に出国用予約済航空券（乗

船証・乗車券）、十分な滞在費

用、滞在先の確保が必要。 

セントルシア（英

国） 

その都度確認する。 観光は査証不要（滞在

期間は入国審査官判

断）。 

入国時に出国用予約済航空券（乗

船証・乗車券）、次の訪問国の査

証（必要な場合）、十分な滞在費

用が必要。 

ソロモン諸島 入国時 6 ヵ月以上必要。 入国時に 3 ヵ月以内の

観光許可証が発行され

る。 

滞在費用、出国用航空券の所持が

必要。 

タイ王国 入国時 6 ヵ月以上必要。 空路入国は 1 回 30 日

以内の観光は査証不

要。 

陸路入国は 1 回 15 日以内の観光

は査証不要。出国用予約済航空

券、1 人 10,000 バーツ、家族は

20,000 バーツ相当額の現金の所持

が必要。 

チェコ共和国 チェコ出国時 3 ヵ月以上必

要。旅券の未使用査証欄は２

頁以上必要。 

180 日間で 90 日以内

の観光は査証不要。 

シェンゲン協定加盟国。滞在期間

をカバーする海外旅行保険の加入

（治療・傷害・死亡・医療搬送各

EUR3 万以上）が必要。 

チュニジア共和国 入国時 3 ヵ月＋滞在日数以上

必要。 

3 ヵ月以内の滞在は査

証不要。 

旅券の未使用査証欄は 2 頁以上必

要。入国時、出国用航空券および

滞在費用証明の提示を求められる

場合がある。 

チリ共和国 帰国時まで有効なもの。 90 日以内の観光は査

証不要。 

 

ツバル 入国時 6 ヵ月以上必要。 入国時滞在査証（最⻑

1 ヵ月間）が付与され

る。 

復路航空券、十分な滞在費用（現

金）が必要。 

デンマーク王国 帰国時まで有効なもの。航空

会社によりシェンゲン協定加

盟国出国時３ヵ月以上の旅券

残存を求められる場合あり。

180 日間で 90 日以内

の観光は査証不要。 

シェンゲン協定加盟国。出国用航

空券要。海外旅行保険の加入が望

ましい。 



そのため、旅券残存はシェン

ゲン協定加盟国出国時３ヵ月

以上あることが望ましい。 

ドイツ連邦共和国 シェンゲン協定加盟国出国時

3 ヵ月以上必要。 

180 日間で 90 日以内

の観光は査証不要。 

シェンゲン協定加盟国。海外旅行

保険への加入が望ましい。 

ドミニカ共和国 入国時 6 ヵ月以上必要。 3 ヵ月以内の観光は査

証不要。 

 

ドミニカ国（英

国） 

その都度確認する。 観光は査証不要（滞在

期間は入国審査官判

断）。 

入国時に出国用予約済航空券（乗

船証・乗車券）、十分な滞在費用

が必要。 

トリニダード・ト

バゴ共和国（英

国） 

入国時６ヵ月以上必要。 90 日以内の観光は査

証不要。 

出国用航空券、滞在費用、滞在先

の確保が必要。 

トルコ共和国 入国時 150 日以上必要。 180 日間で 90 日以内

の観光は査証不要。 

旅券の未使用査証欄が入国時１頁

以上必要。海外旅行保険の加入が

望ましい。 

トンガ王国（英

国） 

入国時 6 ヵ月以上必要。 入国時に 31 日間滞在

可能な査証が発給され

る。 

入国時に出国用航空券（乗船券）

が必要。 

ナミビア共和国 入国時 6 ヵ月以上必要。 90 日以内の観光は査

証不要。 

出国用航空券が必要。 

ニカラグア共和国 入国時 6 ヵ月以上必要。 30 日以内の観光は査

証不要。 

 

ニューカレドニア

（フランス） 

出国時 3 ヵ月以上必要。旅券

の未使用査証欄は見開き 2 頁

以上要。 

180 日間で 90 日以内

の観光は査証不要。 

入国時に出国用航空券の持参が必

要。海外旅行保険、滞在費用証明

持参が望ましい。 

ノルウェー王国 シェンゲン協定加盟国出国時

90 日以上必要。 

180 日間で 90 日以内

の観光は査証不要。 

シェンゲン協定加盟国。海外旅行

保険の加入が望ましい。 

ハイチ共和国 入国時 3 ヵ月以上必要。その

都度確認する。 

90 日以内の観光目的

滞在は査証不要。 

予約済復路航空券の提示、US$40

（現金）を入国審査官に支払う。

海外旅行保険の加入が必要。要件

はその都度確認する。 

バチカン イタリアの入国条件（旅券残

存はシェンゲン協定加盟国出

イタリアの入国条件を

満たしていれば査証不

要。 

 



国時 90 日以上）を満たしてい

ること。 

パナマ共和国 3 ヵ月未満滞在の場合：入国

時 3 ヵ月以上必要。3 ヵ月以

上滞在の場合：入国時 6 ヵ月

以上必要。 

180 日以内の滞在は査

証不要。 

出国用航空券、十分な滞在費

（US$150 以上の現金、クレジッ

トカード等）を所持しているこ

と。 

バヌアツ共和国 入国時 6 ヵ月以上必要。 1 ヵ月以内の観光は査

証不要。 

出国用航空券が必要。 

バハマ国（英国） 入国時 6 ヵ月以上必要。 観光は査証不要（滞在

期間は入国審査官判

断）。 

入国時に出国用予約済航空券（乗

船証・乗車券）、次の訪問国の査

証（必要な場合）、十分な滞在費

用が必要。 

バミューダ諸島

（英国） 

帰国時まで有効なもの。 観光は査証不要（滞在

期間は入国審査官判

断）。 

入国時に出国用予約済航空券（乗

船証・乗車券）、次の訪問国の査

証（必要な場合）、十分な滞在費

用が必要。 

パラオ共和国 入国時 6 ヵ月以上必要。 30 日以内の観光は査

証不要。 

往復航空券が必要。旅券の未使用

査証欄１頁以上必要。 

パラグアイ共和国 入国時 6 ヵ月以上必要。 90 日以内の滞在は査

証不要。 

旅券の未使用査証欄は見開き 2 頁

以上必要。旅券の所持人記入欄は

入国までに記入しておく。 

バルバドス 入国時 6 ヵ月以上必要。 90 日以内の滞在は査

証不要。 

復路航空券があること。E チケッ

トの場合、予約控え（旅程表）が

あること。滞在費の所持、滞在先

が確保されていること。 

ハンガリー シェンゲン協定加盟国出国時

3 ヵ月以上必要。 

180 日間で 90 日以内

の観光は査証不要。 

シェンゲン協定加盟国。滞在期間

をカバーする海外旅行保険の加入

（死亡補償 EUR3 万以上）が必

要。入国時、出国用航空券、滞在

費用証明の提示を求められる場合

あり。 

フィジー共和国 入国時 6 ヵ月＋滞在日数以上

必要。 

4 ヵ月以内の観光は査

証不要。 

フィジーを出国する為の証明（航

空券等）が必要。 

フィリピン共和国 帰国時まで有効なもの 30 日以内滞在は査証

不要。 

出国用航空（乗船）券が必要。親

が同行しない 15 才未満は別条件

有。 



フィンランド共和

国 

シェンゲン協定加盟国出国時

3 ヵ月以上必要。 

180 日間で 90 日以内

の観光は査証不要。 

シェンゲン協定加盟国。旅券の未

使用査証欄は見開き 2 頁以上必

要。出国用航空券が必要。 

ブラジル連邦共和

国 

帰国時まで有効なもの。 90 日以内の観光、商

用、通過等の目的は査

証不要。 

合計滞在日数は過去 12 ヵ月間に

180 日を超えないこと。旅券の未

使用査証欄は見開き 2 頁必要。 

フランス共和国 シェンゲン協定加盟国出国時

3 ヵ月以上必要。 

180 日間で 90 日以内

の観光は査証不要。 

シェンゲン協定加盟国。旅券の未

使用査証欄は見開き 2 頁以上必

要。出国用航空券要。海外旅行保

険、滞在費証明持参が望ましい。 

フランス領ポリネ

シア（フランス） 

出国時 3 ヵ月以上必要。旅券

の未使用査証欄は見開き 2 頁

以上要。 

180 日間で 90 日以内

の観光は査証不要。 

入国時に出国用航空券が必要。海

外旅行保険、滞在費用証明持参が

望ましい。 

ブルガリア共和国 出国予定日＋3 ヵ月以上必

要。 

最初入国日から 180 日

間で 90 日以内の観光

は査証不要。 

海外旅行保険（滞在期間をカバー

する EU で有効な３万ユーロ以上

の補償のあるもの）の加入が必

要。入国時に提示を求められる場

合あり。旅券の未使用査証欄は見

開き 2 ページ以上必要。 

ブルネイ・ダルサ

ラーム国 

入国時 6 ヵ月以上必要。 14 日以内の観光は査

証不要。 

滞在費、出国用予約済航空券、旅

券の未使用査証欄が 2 頁以上必

要。 

ベトナム社会主義

共和国 

出国時６ヵ月以上必要。 15 日以内の観光は査

証不要。 

往復予約済航空券または第三国行

きの航空券が必要。2015 年１月１

日以降、ベトナム出国日より 30

日以内にベトナム再入国の場合は

査証が必要。 

ベネズエラ・ボリ

バル共和国 

入国時 6 ヵ月以上必要。 90 日以内の観光は査

証不要。 

旅券の未使用査証欄は見開き 2 頁

必要。出国用航空券の持参、海外

旅行保険の加入が必要。入国時、

滞在費用証明の提示を求められる

場合あり。 

ベラルーシ共和国 ベラルーシ出国時 90 日以上必

要。旅券の未使用査証欄は２

頁以上必要。 

出入国日を含む 30 日

以内は査証不要。ミン

スク国際空港から入出

国する 

滞在期間をカバーする海外旅行保

険の加入（死亡 EUR1 万以上）、 

滞在費用現金１日あたり EUR20

（相当額のベラルーシルーブル



可）が必要。入国カード要。ロシ

アより入国またはロシアへ出国の

場合は無査証滞在不可。 

ベリーズ 入国時 6 ヵ月以上必要。 90 日以内の観光は査

証不要。 

滞在資金（1 日あたり US$50 相当

額の現金）、空路入国は出国用航

空券の提示を求められる場合あ

り。 

ペルー共和国 入国時 6 ヵ月以上。 183 日以内の観光は査

証不要。 

旅券の未使用査証欄は入国時 5 ペ

ージ以上必要。出国用航空券要、

滞在費用の提示を求められる場合

あり。 

ベルギー王国 シェンゲン協定加盟国出国時

3 ヵ月以上必要。 

180 日間で 90 日以内

の観光は査証不要。 

シェンゲン協定加盟国。旅券の未

使用査証欄は連続 3 頁以上必要。

出国用航空券、宿泊証明、滞在費

証明要。海外旅行保険の加入が望

ましい。 

ポーランド共和国 ポーランド出国予定日＋3 ヵ

月以上必要。旅券の未使用査

証欄は 1 ページ以上（汚れの

ないもの）。 

180 日間で 90 日以内

の滞在は査証不要。 

シェンゲン協定加盟国。十分な滞

在費として、滞在 3 日以内は

ZL300 以上、4 日以上は 1 日につ

き ZL100 以上必要。海外旅行保険

加入が望ましい。 

ボスニア・ヘルツ

ェゴビナ 

出国時 3 ヵ月以上 最初の入国日を起算と

して６ヵ月のうち 90

日以内の観光は査証不

要。 

出国用航空券、滞在費用証明（１

日あたり EUR75 相当額）、海外

旅行保険加入証明書の提示を入国

時に求められる場合あり。 

ボツワナ共和国 入国時 6 ヵ月以上必要。 90 日以内の観光は査

証不要。 

入国時、出国用航空券、滞在費用

の提示を求められる場合がある。 

ボリビア多⺠族国 入国時 6 ヵ月以上必要。 90 日以内の観光は査

証不要。 

旅券の未使用査証欄は 2 頁以上必

要。出国用航空券、滞在費用証明

書の提示を求められる場合あり。 

ポルトガル共和国 シェンゲン協定加盟国出国時

3 ヵ月以上必要。 

180 日間で 90 日以内

の滞在は査証不要。 

シェンゲン協定加盟国。旅券の未

使用査証欄２頁以上必要。往復の

予約済み航空券または予約内容証

明要。 



ホンジュラス共和

国 

入国時 6 ヵ月以上必要。 90 日以内の滞在は査

証不要。 

出国用航空券の提示を求められる

場合あり。海外旅行保険の加入が

望ましい。 

マカオ特別行政区 30 日以内滞在は、入国時 30

日＋滞在日数以上必要。31 日

以上滞在は、入国時 3 ヵ月以

上必要。 

90 日以内の滞在は査

証不要。 

 

マルタ共和国 入国時 3 ヵ月以上必要。航空

会社によりシェンゲン協定加

盟国出国時３ヵ月以上の旅券

残存を求められる場合あり。

そのため、旅券残存はシェン

ゲン協定加盟国出国時３ヵ月

以上あることが望ましい。 

6 ヵ月間で 90 日以内

の観光は査証不要。 

シェンゲン協定加盟国。復路航空

券が必要。 

マルチニーク島

（フランス） 

出国時 3 ヵ月以上必要。 180 日間で 90 日以内

の観光は査証不要。 

出国用航空券の持参が必要。海外

旅行保険、滞在費証明の持参が望

ましい。旅券の未使用査証欄は見

開き 2 頁以上要。 

マレーシア 入国時 6 ヵ月以上必要 90 日以内の観光は査

証不要。 

出国用航空券が必要（陸路出国の

場合、近隣諸国からの出国用航空

券）。旅券の未使用査証欄が連続

２頁以上必要。 

ミクロネシア連邦 ミクロネシア入国時 120 日＋

滞在日数以上必要。 

30 日以内の滞在は査

証不要。 

出国用航空券、次の訪問国の査証

（必要な場合）が必要。 

ミャンマー連邦共

和国 

入国時 6 ヵ月以上必要。 2018／10／1〜2020／

9／30 入国分まで、30

日以内の観光は査証不

要。 

旅券の未使用査証欄は 2 頁以上必

要。 

メキシコ合衆国 帰国時まで有効なもの。 最大 180 日以内の観光

は査証不要。 

滞在日数は入国審査官により決定

される。入国時滞在費用証明、復

路航空券、ホテル予約確認書の提

示を求められる場合あり。 

モーリシャス共和

国 

入国時 6 ヵ月以上必要。 90 日以内の観光は査

証不要。（年間合計

180 日以内） 

復路航空券、ホテル予約証明書等

が必要。十分な滞在費（US$100）

を所持しているか質問されること

がある。 



モナコ公国 出国時 3 ヵ月以上必要。 90 日以内の観光は査

証不要。 

 

モルディブ共和国 入国時 6 ヵ月以上 30 日以内の観光は入

国時に許可が発給され

る。 

復路航空券及びホテル予約確認書

または滞在費 1 日につき

US150$以上の支払能力証明（現

金、クレジットカード等）が必

要。 

モルドバ共和国 出国予定日＋３ヵ月以上 最初入国日より 6 ヵ月

間で 90 日以内は査証

不要。 

出国用航空券、滞在中の費用証明

が必要。 

モロッコ王国 入国時 3 ヵ月以上必要。 90 日以内の観光は査

証不要。 

出国用航空券が必要。入国時、滞

在費用証明の提示を求められる場

合あり。海外旅行保険への加入が

望ましい。 

モンゴル国 入国時 6 ヵ月以上 30 日以内の滞在は査

証不要。 

旅券の未使用査証欄は２頁以上必

要。出国用航空券（E チケット）

が必要。 

モンテネグロ その都度確認する。（出国時

90 日以上が望ましい） 

最初入国日から 6 ヵ月

で 90 日以内滞在査証

不要。 

入国後 24 時間以内に現地警察署

で滞在登録を行う。ホテル宿泊時

はホテルが登録を行う。滞在中の

費用証明、出国用航空券が必要。 

ラオス人⺠⺠主共

和国 

入国時 6 ヵ月以上必要。 14 泊 15 日以内の観光

は査証不要。 

旅券の未使用査証欄は見開き 2 頁

以上必要。 

ラトビア共和国 シェンゲン協定加盟国出国時

3 ヵ月以上必要。 

180 日間で 90 日以内

の観光は査証不要。 

シェンゲン協定加盟国。滞在期間

をカバーする海外旅行保険（治

療・救援の補償額が EUR30,000 以

上）への加入が必要。 

リトアニア共和国 出国時 3 ヵ月以上必要。旅券

の未使用査証欄は 2 頁以上必

要。 

180 日間で 90 日以内

の滞在は査証不要。 

シェンゲン協定加盟国。補償額が

1 人 5,795 ユーロ以上の海外旅行

保険への加入、証明書携帯が必

要。 

リヒテンシュタイ

ン公国（スイス） 

シェンゲン協定加盟国出国時

３ヵ月以上必要。 

180 日間で 90 日以内

の観光は査証不要。 

シェンゲン協定加盟国。無査証滞

在の条件はスイスに準ずる。 

ルーマニア 出国時 3 ヵ月以上必要。（入

国時 6 ヵ月以上が望まし

い。） 

180 日間で 90 日以内

の観光は査証不要。 

入国時、出国用航空券、滞在費

（EUR500 以上）の提示を求めら



れる場合あり。海外旅行保険の加

入が望ましい。 

ルクセンブルク大

公国 

シェンゲン協定加盟国出国時

3 ヵ月以上必要。 

180 日間で 90 日以内

の滞在は査証不要。 

シェンゲン協定加盟国 

英領バージン諸島

（英国） 

帰国時まで有効なもの。 観光は査証不要（滞在

期間は入国審査官判

断）。 

入国時に出国用予約済航空券（乗

船証・乗車券）、次の訪問国の査

証（必要な場合）、十分な滞在費

用が必要。 

香港特別行政区 1 ヵ月以内滞在は入国時 1 ヵ

月＋滞在日数以上必要。1 ヵ

月以上滞在は入国時 3 ヵ月以

上必要。 

90 日以内の観光は査

証不要。 

出国のための航空券・乗船券が必

要。 

台湾 帰国時まで有効なもの 90 泊 91 日以内の滞在

は査証不要。 

往復または第三国への出国用予約

済航空券を所持し、桃園、台北松

山、高雄等指定空港・港から入国

する。入国時、宿泊先証明、滞在

費用証明の提示を求められる場合

あり。 

大韓⺠国 入国時 3 ヵ月以上あるのが望

ましい。 

90 日以内の観光は査

証不要。 

往復予約済航空券が必要。 

中華人⺠共和国 入国時 6 ヵ月以上あるのが望

ましい。 

一般旅券所持者は 15

日以内の観光は査証不

要。 

 

南アフリカ共和国 南アフリカ出国後 30 日以上有

効なもの。 

90 日以内の観光は査

証不要。 

旅券の未使用査証欄は南アフリカ

入国時 2 頁（日本出国時 3 頁）以

上必要。出国用航空券要。滞在費

用証明の提示を求められる場合あ

り。海外旅行保険の加入が望まし

い。 

米領サモア（米

国） 

入国時 6 ヵ月以上必要。 30 日以内の観光は査

証不要。 

入国時に出国用航空券が必要。 

北マケドニア共和

国 

出国予定日＋３ヵ月以上 3 ヵ月以内の滞在は査

証不要。 

出国用航空券要。 



北マリアナ諸島 帰国時まで有効なもの（入国

時 45 日以上が望ましい）。 

45 日以内は査証・

ESTA 渡航認証は不要

（グアム・北マリアナ

査証免除プログラム：

GCVWP の場合）。 

有効な ESTA を所持している場合

は米国査証免除プログラムが適用

される。各要件の詳細は米国大使

館 HP を確認する。 

 


