ビザ（査証）/渡航認証

取得必要国一覧

国・地域名

旅券残存

詳細

備考

アゼルバイジャン

大使館で申請する場合、1 ヵ

観光査証の滞在可能日

オンラインで e-VISA を取得する

共和国

月シングル 6 ヵ月以上必要。

数は 30 日以内。

か大使館にて申請・取得する。

観光査証の滞在可能日

旅券の未使用査証欄は連続３頁以

数は 30 日。

上必要。

帰国時まで有効なもの（入国

90 日以内は査証不

査証免除プログラム条件を満たす

時 90 日以上が望ましい）。

要。ESTA 渡航認証が

こと。IC 旅券が必要。査証免除プ

必要。

ログラムの改訂に適用する方は査

e-VISA の場合、e-VISA 有効
期間+3 ヵ月以上必要。
アフガニスタン・

入国時 6 ヵ月以上必要。

イスラム共和国
アメリカ合衆国

証が必要。 詳細は米国大使館ホ
ームページを確認。
アメリカ合衆国

帰国時まで有効なもの（入国

90 日以内は査証不

査証免除プログラム条件を満たす

（ハワイ州）

時 90 日以上が望ましい）。

要。ESTA 渡航認証が

こと。IC 旅券が必要。査証免除プ

必要。

ログラムの改訂に適用する方は査
証が必要。 詳細は米国大使館ホ
ームページを確認。

アルジェリア⺠主

査証申請時 6 ヵ月以上必要。

⼈⺠共和国
アンゴラ共和国

イエメン共和国

入国時 6 ヵ月以上必要。

入国時 3 ヵ月以上必要。

観光査証の滞在可能日

旅券の未使用査証欄は見開き２頁

数は 30〜90 日。

以上必要。

一般査証の滞在可能日

詳細は申請者本人が問い合せる。

数は 30 日（短期：7

旅券の未使用査証欄は見開き２頁

日）

以上必要。

観光査証の滞在可能日

旅券にイスラエルの査証または出

数は 1 ヵ月。

入国記録があると査証は発給され
ない。

イラク共和国

査証申請時 6 ヵ月以上必要。

査証に関しては、申請

旅券にイスラエルの査証または入

ただし、その都度大使館に確

者が大使館に確認す

出国記録があると査証は発給され

認する。

る。

ない。未使用査証欄は見開き 2 頁
以上必要。

イラン・イスラム
共和国

入国時 6 ヵ月以上必要。

観光査証の滞在可能日

旅券の未使用査証欄は見開き 2 頁

数は 30 日。

以上必要。海外旅行保険の加入が
必要。

インド

査証申請時 6 ヵ月以上必要。

観光査証の滞在可能日

旅券の未使用査証欄は２頁以上必

数は入国審査官の判

要。

断。
ウガンダ共和国

ウガンダ出国時 6 ヵ月以上必

観光査証の滞在可能日

日本から出国する場合、必ず日本

要。

数は 90 日。

で査証を取得する。旅券の未使用
査証欄は見開き 2 頁以上必要。東
アフリカ観光ビザ要件は別途確認
する。

エジプト・アラブ

査証申請時 6 ヵ月以上必要。

共和国

観光査証の滞在可能日

現地空港でも査証申請可能。ただ

数は 30 日以内。

し、原則、在日大使館で事前取得
する。旅券の未使用査証欄は、申
請時見開き２頁以上必要。

エチオピア連邦⺠

査証申請時 6 ヵ月以上必要。

主共和国

観光査証の滞在可能日

3 ヵ月、6 ヵ月滞在可能なマルチ

数は 1 ヵ月、3 ヵ月

プル査証も申請可能。

（シングル）。
オーストラリア連

帰国時まで有効なもの（ETA

観光 ETA（3 ヵ月以内

ETA の条件を満たしていない場合

邦

の場合）。

滞在可能）の登録が必

は査証を申請する。

要。
オマーン国

ガーナ共和国

入国時 6 ヵ月以上必要。

査証申請時 6 ヵ月以上必要。

観光査証の滞在可能日

オンラインにて査証を取得する。

数は 1 ヵ月以内（シン

旅券の未使用査証欄は見開き 2 頁

グル）。

以上必要。

入国査証の滞在可能日
数は 1〜3 ヵ月（シン
グル）。

カナダ

カナダ出国予定日＋1 日以

最大 6 ヵ月以内の観光

出国用航空券、滞在中の費用を証

上。

は査証不要。電子渡航

明するもの（入国時、提示を求め

認証 eTA の取得が必

られる場合がある）が必要。

要。
カメルーン共和国

入国時 6 ヵ月以上必要。

滞在可能日数は申請日

旅券の未使用査証欄は見開き 2 頁

数による（最⻑ 3 ヵ

以上必要。入国時、出国用航空

月）。

券、滞在費用証明の提示が必要。
海外旅行保険の加入が望ましい。

カンボジア王国

入国時 6 ヵ月以上必要（シン

観光査証の滞在可能日

グル）。マルチプルは取得査

数は 30 日。

証により入国時１年・２年・
３年＋６ヵ月以上必要。

ギニア共和国

査証申請時 6 ヵ月以上必要。

観光査証の滞在可能日

旅券の未使用査証欄は見開き 2 頁

数は 1 ヵ月（シング

以上必要。

ル）、２ヵ月（シング
ルまたはダブル）等
クウェート国

ケニア共和国

入国時 6 ヵ月以上必要。

入国時 6 ヵ月以上必要。

3 ヵ月以内観光は現地

旅券の未使用査証欄は見開き 2 頁

空港で査証取得可（有

必要。事前に内務省の e-VISA ウ

料）。

ェブサイトから申請が可能。

観光査証の滞在可能日

旅券の未使用査証欄は 3 頁必要。

数は 3 ヵ月。

東アフリカ観光ビザ要件は別途確
認する。

コートジボワール

査証申請時 6 ヵ月以上必要。

共和国
コンゴ⺠主共和国

入国時６ヵ月以上必要。

／旧ザイール
サウジアラビア王

査証の滞在日数はその

査証申請要領はその都度大使館に

都度確認する。

確認する。

観光査証の滞在可能日

旅券の未使用査証欄は 2 頁必要。

数は 6 ヵ月以内。
入国時 6 ヵ月以上必要。

国

その都度大使館に確認

旅券にイスラエルの査証または出

する。

入国記録がある場合、大使館に相
談する。旅券の未使用査証欄は見
開き 2 頁以上必要。

ザンビア共和国

査証申請時 6 ヵ月以上必要。

観光査証の滞在可能日

旅券の未使用査証欄は見開き 2 頁

数は 3 ヵ月以内。

必要。

シリア・アラブ共

査証申請時 6 ヵ月以上必要

観光査証（シングル）

旅券にイスラエル及びイスラエル

和国

（シングル）。

の滞在可能日数は 3 ヵ

との国境にある国の陸上国境事務

月。

所の出入国記録があると査証発給
不可。旅券の未使用査証欄は見開
き 2 頁以上必要。

ジンバブエ共和国

スーダン共和国

入国時 6 ヵ月以上必要。

6 ヵ月以内の観光は入

査証は滞在期間を申告、往復予約

国時査証取得する（有

済航空券と滞在費を提示し申請す

料）。

る（有料）。

入国時 6 ヵ月以上必要。旅券

観光査証の滞在可日数

旅券にイスラエルの査証があると

の未使用査証欄は見開き 2 頁

は申請日数通り。

査証は発給されない。滞在が 2 週

以上必要。

間を超える場合、現地受入先へ確
認する。

スリランカ⺠主社

入国時 6 ヵ月以上必要（ETA

観光 ETA（30 日以内

入国時に往復予約済航空券、ETA

会主義共和国

の場合）。

の滞在可能）の登録が

承認コピーが必要。

必要。

タジキスタン共和

出国時 6 ヵ月以上必要。

国

観光査証の滞在日数は

旅券の未使用査証欄は 2 ページ以

申請通り（45 日以

上必要。

内）。
タンザニア連合共

査証発行日より 6 ヵ月以上必

観光査証の滞在可能日

旅券の未使用査証欄は見開き 2 頁

和国

要（シングル）。

数は 90 日以内（シン

以上必要。出国用航空券要。

グル）。
トルクメニスタン

入国時６ヵ月以上（招聘状申

滞在可能日数は、入国

現地入国管理局からの招聘状（現

請機関と入国管理局の間の取

管理局発行の招聘状記

地関係機関を通じて申請）を所持

り決めにより異なる）。旅券

載内容による。

していれば在日大使館で査証取得

の未使用査証欄は出国時１ペ

可。

ージ以上。
ナイジェリア連邦

査証申請時 6 ヵ月以上必要。

共和国
ナウル共和国

観光査証の滞在可能日
数は 3 ヵ月以内。

その都度確認する。

ナウル入国管理局へ査

旅券データ面コピー、日程表、ホ

証を申請する。

テルの予約証明書、往復航空券等
が必要（その都度確認）。

ニジェール共和国

帰国時まで有効なもの。

観光査証の滞在可能日
数はシングル最⻑ 90
日。

ニュージーランド

入国時 3 ヵ月＋滞在日数以上

3 ヵ月以内の観光は査

往復航空券と滞在資金、第三国へ

必要。

証不要。2019 年 10 月

の査証（必要な場合）が必要。

１日入国分より、電子
渡航認証 eTA が必
要。
ネパール

入国時 6 ヵ月以上必要。

観光査証の滞在可能日

年間（1 月 1 日〜12 月 31 日）滞

数は 15、30、90 日。

在 120 日まで在日大使館・領事館
で査証発給可。

バーレーン王国

パキスタン・イス

出国予定日まで有効なもの

入国時 6 ヵ月以上必要。

ラム共和国

到着時に 14 日間有効

オンラインでの査証取得も可。入

な査証取得可（有

国時、滞在先、滞在費用証明、出

料）。

国用航空券の提示が必要。

観光査証の滞在可能日
数は有効期間内（ダブ
ル

３ヵ月）。

パプアニューギニ

入国時 6 ヵ月以上必要。旅券

観光査証の滞在可能日

60 日以内の個人観光の場合、ポー

ア独立国

の未使用査証欄が 4 頁以上必

数は 60 日。

トモレスビーのジャクソン空港で

要。

査証（シングル）取得可（団体不
可）。詳細はその都度確認。

バングラデシュ⼈

入国時 6 ヵ月以上必要。

⺠共和国

観光査証の滞在可能日

旅券の未使用査証欄は３頁以上

数は 15・30・60・90

（連続でなくて可）必要。

日。
ブータン王国

許可書申請先の旅行会社に確

ブータン旅行を扱う旅

入国許可書を入国時に提示すると

認する。

行会社で入国許可書を

空港で査証が発給される。

取得。
プエルトリコ

マーシャル諸島共

帰国時まで有効なもの（入国

90 日以内は査証不

米国査証免除プログラムの条件を

時 90 日以上が望ましい）。

要。ESTA 渡航認証が

満たしていること。IC 旅券または

必要。

機械読取式旅券が必要。

現地空港で 30 日滞在

現地空港で査証が旅券に押印され

可能な観光査証が取得

る。出国用航空券及び十分な滞在

可。

費が必要。旅券の未使用査証欄１

入国時 6 ヵ月以上必要。

和国

頁以上必要。
マダガスカル共和

査証申請時 6 ヵ月以上必要。

国
マラウイ共和国

入国時６ヵ月以上

入国査証の滞在可能日

旅券の未使用査証欄は見開き 2 頁

数は 90 日以内。

以上必要。

入国時に決定。最⻑

海外旅行保険の加入要。入国時、

30 日。延⻑可。

出国用航空券、滞在費証明、査証
代金支払い時の領収書の提示を求
められる場合あり。

マリ共和国

帰国時まで有効なもの。

一般査証の滞在可能日
数は 90 日以内。

モザンビーク共和

入国時予定日から 180 日（6

観光査証の滞在可能日

90 日マルチプルも申請可。旅券の

国

ヵ月）以上必要。

数は 30 日（シング

未使用査証欄は連続で見開き 4 頁

ル）。

以上必要。

ヨルダン ハシェ

入国時 6 ヵ月以上必要（航空

観光査証の滞在可能日

航空便乗継時イミグレーションを

ミット王国

会社により出国時 6 ヵ月以上

数は 30 日以内。

出ない場合は無査証。空路到着時

の残存を求められる場合あ

観光シングル査証の取得も可。滞

り）。旅券の未使用査証欄は

在可能日数は入国審査官判断。

見開き 2 頁以上必要。
リビア

入国予定日より 6 ヵ月以上必

観光査証の滞在可能日

旅券の未使用査証欄は見開き 2 頁

要。

数は 30 日以内。

以上必要。入国時 US$1,000 相当
額以上の現金所持要。

リベリア共和国

レバノン共和国

査証申請時 6 ヵ月以上必要。

滞在日数＋6 ヵ月以上必要。

入国査証の滞在可能日

旅券の未使用査証欄は連続で 10

数は 3 ヵ月以内。

頁以上必要。

その都度確認する。

観光査証は現地空港にて取得可能

旅券の未使用査証欄は入国時

（その都度確認）。旅券にイスラ

見開き 2 頁以上必要。

エルの査証または出入国記録があ
ると査証発給不可。出国用航空券
要。

ロシア連邦

ロシア出国時 6 ヵ月以上必

観光査証の滞在可能日

フェリー、クルーズで観光訪問す

要。

数は 30 日以内。（シ

る団体旅行の場合、査証要否は大

ングル、ダブル）

使館・領事館に確認する。旅券の
未使用査証欄は見開き２頁以上必
要（シングル・ダブルの場合）。

中央アフリカ共和

帰国時まで有効なもの。

国

入国査証の滞在可能日
数は 1 ヵ月または 3 ヵ
月。

米領バージン諸島

帰国時まで有効なもの（入国

90 日以内は査証不

米国査証免除プログラムの条件を

（米国）

時 90 日以上が望ましい）。

要。ESTA 渡航認証が

満たしていること。IC 旅券または

必要。

機械読取式旅券が必要。

