新型コロナウイルス関連
（ドバイ経由で第三国に渡航する場合のＰＣＲ検査陰性証明に関する変更等 ）
令和２年１ ０月５ 日
在ドバイ日 本国総 領事 館
【ポイント 】
●１０月３ 日以降 、日 本から出発 しドバ イに 入国せずに 「経由 」の みで第三国 に渡航 する
トランジッ ト客は 、最 終目的地が 不要と する 場合に限り 、事前 のＰ ＣＲ検査陰 性証明 の携
行は不要と なりま した 。
●ドバイに 「入国 」す る場合や、 インド 、米 国等一部地 域から 出発 するトラン ジット 客
は、引き続 き、出 発地 からの渡航 ９６時 間前 のＰＣＲ検 査陰性 証明 の携行が必 要です 。
●アブダビ とドバ イで は、渡航前 後に必 要な 手続きが異 なりま すの で、ご注意 くださ い。
●ＵＡＥ当 局によ る措 置は今後も 予告な く変 更又は追加 される こと が予想され ます。 在留
邦人及び当 地滞在 中の 皆様におか れては 、十 分な感染予 防策を とる とともに、 当局の 発表
等、最新の 情報の 入手 に努めてく ださい 。

【本文】
１ 渡航者 のＰＣ Ｒ検 査陰性証明 の要件 の変 更
（１）ドバ イ当局 は、 最終目的地 が不要 とす る場合に限 り、ド バイ を「経由」 して第 三国
に渡航する トラン ジッ ト客は、一 部の地 域（ ※）から出 発する 者を 除き、ＰＣ Ｒ検査 陰
性証明は不 要とす るこ とを発表し ました 。こ れにより、 日本か ら出 発しドバイ に入国 せ
ずに「経由 」のみ で第 三国に渡航 するト ラン ジット客に ついて は、 同証明の携 行が不 要
となりまし た。た だし 、最終目的 地が事 前の 陰性証明を 必要と して いる国に渡 航する 場
合は、その 国の指 示に 従って書類 をご準 備く ださい。
（※）１０ 月５日 時点 でエミレー ツ航空 ウェ ブサイトに 掲載さ れて いる、ド バ イでト ラン
ジットする 場合で 事前 の陰性証明 が「必 要」 な出発地は 以下の とお りです。今 後変更 の
可能性があ ります ので 、最新情報 は各航 空会 社ＨＰでご 確認く ださ い。
中東アフリ カ：ア ンゴ ラ、ルワン ダ、コ ート ジボワール 、ザン ビア 、ガーナ、 セネガ
ル、チュニ ジア、 ウガ ンダ、スー ダン、 エジ プト、エチ オピア 、ソ マリア、タ ンザニ
ア、シリア 、エリ トリ ア、ケニア 、ヨル ダン 、モロッコ 、イラ ク、 南スーダン 、ジブ
チ、ギニア 、ジン バブ エ、イラン 、レバ ノン 、イスラエ ル
欧州：チェ コ、ル ーマ ニア、モン テネグ ロ、 マルタ、ジ ョージ ア、 ウクライナ 、ギリ シ
ャ、クロア チア、 キプ ロス、ハン ガリー 、ロ シア、スロ バキア 、モ ルドバ
アジア：パ キスタ ン、 インド、ベ トナム 、ミ ャンマー、 カンボ ジア 、バングラ デシュ 、
フィリピン 、アフ ガニ スタン、タ ジキス タン 、トルクメ ニスタ ン、 ネパール、 ウズベ キ
スタン
北米：米国 （カリ フォ ルニア、フ ロリダ 、テ キサス）
南米：アル ゼンチ ン、 ブラジル、 チリ

（２）ドバ イ居住 者、 短期滞在者 の別を 問わ ず、ドバイ に「入 国」 する場合は 、従前 通り
出発地から の渡航 ９６ 時間前に発 行さ れ たＰ ＣＲ検査陰 性証明 の携 行が必要で す。日 本
から出発す る場合 は、 原則として どの医 療機 関で受検し ても問 題あ りませんが 、出発 地
によっては ＵＡＥ 政府 又は現地政 府が指 定し た検査施設 が発行 した 証明でない と受け 付
けられない ことが あり ますので、 最新の 情報 を各航空会 社ＨＰ でご 確認くださ い。
（３）ドバ イから 日本 に渡航する 日本国 籍者 は、渡航前 のＰＣ Ｒ検 査陰性証明 の取得 は不
要であり、 入国後 に日 本の空港で 検査を 受検 することに なりま す（ 外国籍の方 は、外
交、公用、 特別永 住者 を除いて、 日本へ の渡 航７２時間 前の陰 性証 明の携行が 必要で
す）。
（４）なお 、アブ ダビ 空港に到着 するト ラン ジット客、 入国客 、ア ブダビ空港 から出 発す
る全ての乗 客は、 出発 国、到着国 に関わ らず 、渡航前の ＰＣＲ 検査 陰性証明の 提示が 必
要です。ま た、Ｕ ＡＥ 国外からア ブダビ に入 域（入国） する者 には １４日間の 自主隔 離
が義務付け られ、 全て のアブダビ 入域 ポ イン トで当局か ら電子 リス トバンドの 着用が 指
示されます 。
上記のと おり、 アブ ダビとドバ イでは 出入 国や入国後 の検疫 措置 が異なり、 今後も 変更
の可能性が ありま す。 ＵＡＥに渡 航の際 には 、到着、出 発空港 やご 利用の航空 会社に 最
新の情報を 確認す るよ うお願いし ます。
２ 渡航時 の一般 的な 留意事項
（１）エミ レーツ 航空 によれば、 ＣＯＶ ＩＤ －１９の検 査は「 ＰＣ Ｒ検査」で ある必 要が
あり、抗体 検査、 家庭 用キット等 での結 果は 受け付けら れない とい うことです 。
（２）発行 地がド バイ のＵＡＥ在 留資格 （ UAE Residence Visa）を 所持してい る方は 、Ｕ
ＡＥに入国 する前 にド バイ入国管 理局（ GDRFA）からの再入 国許可 が必要です 。
（３）また 、ＵＡ Ｅ国 外からドバ イに渡 航す る際には新 型コロ ナウ イルスの治 療費を 賄え
る海外旅行 保険に 加入 しているこ とが求 めら れます。エ ミレー ツ航 空、フライ ドバイ 、
エティハド 航空を ご利 用の方は各 社が提 供す る保険で渡 航期間 中の 新型コロナ ウイル ス
の治療費は カバー され ますが、そ の他疾 病や 事故、物損 などの 不測 の事態に備 えて、 一
般的な海外 旅行保 険へ の加入も推 奨され ます 。
（４）ドバ イ空港 に到 着した際に は、全 乗客 を対象にサ ーモス クリ ーニングが 行われ る
他、発熱等 何らか の症 状が見られ た場合 、た とえＰＣＲ 検査陰 性証 明書があっ ても、 当
地保健当局 が実施 する 各種検査を 受検す るこ とが求めら れます 。ま た、各種検 査の結
果、「陽 性」の 場合に は、無症状 でも１ ４日 間の隔離が 求めら れま す。
（５）ＵＡ Ｅから の出 国、ＵＡＥ への入 国に 関する各種 情報は 、渡 航前に必ず ご利用 の航
空会社に最 新情報 をお 問い合わせ くださ い。
３ その他 留意事 項
（１）本メ ールに 掲載 した情報は １０月 ５日 時点のもの であり 、Ｕ ＡＥ当局に よる措 置は
今後も予告 なく変 更さ れ又はは追 加され る こ とが予想さ れます 。現 在ＵＡＥで は連日 高
い水準の感 染者数 が報 告されてお り、Ｕ ＡＥ 当局は公共 の安全 のた めに規則の 違反者 や
事業者等の 監視及 び取 締りを強化 してい ます 。在留邦人 の皆様 にお かれては、 いわゆ る

３密（密閉 、密集 、密 接）を避け 、健康 、衛 生面には十 分注意 し、 当局の発表 等、最 新
の情報の入 手に努 めて ください。
（２）当館 では、 来館 者の感染防 止対策 を最 優先とし、 領事業 務は 引き続き「 事前予 約
制」を維持 いたし ます 。事前にメ ールで のご 連絡がない 場合に は、 窓口にお越 しいた だ
いても申請 ・相談 をお 受けできな いこと があ りますので 、御理 解と 御協力をお 願いし ま
す。

【本件に関 する参 照先 】
○ドバイメ ディア 局公 式 Twitter
（ 10 月 2 日：ド バイ への渡航手 続きの 改正 ）
https://twitter.com/DXBMediaOffice/status/1312028114961289218
○エミレー ツ航空 ＨＰ
（短期滞在 の方） https://www.emirates.com/ae/english/help/covid -19/dubai-travelrequirements/tourists/
（居住者の 方） https://www.emirates.com/ae/english/help/covid -19/dubai-travelrequirements/residents/
○エティハ ド航空 ＨＰ
https://www.etihad.com/content/dam/eag/etihadairways/etihadcom/Global/pdf/abu dhabi-travel-guide/flying-to-and-from-abu-dhabi-guide-en.pdf
【一般的な 参考情 報】
○ドバイメ ディア 局公 式 Twitter： https://twitter.com/DXBMediaOffice
○ドバイ保 健庁（ DHA) 公式 Twitter： https://twitter.com/dha_dubai
○ドバイ警 察公 式 Twitter: https://twitter.com/dubaipolicehq
○外務省海 外安全 ホー ムページ： https://www.anzen.mofa.go.jp/
○たびレジ ： https://www.ezairyu.mofa.go.jp/
○厚生労働 省（日 本へ の入国に関 する情 報）
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00098.html

――――― ――― ―― ――――
在ドバイ日 本国総 領事 館
電話：+971-(0)4-293-8888 （日～木 曜 08:00-16:00、ラマ ダン 中は 08:00-14:00）
ＦＡＸ：+971-(0)4-332-4474
所在地 ：28th Floor, Dubai World Trade Centre, UAE
ホームペ ージ： http://www.dubai.uae.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html
※ 本メールは ，在留 届提出者及 びたび レジ に登録され ている 方に 送付してい ます。
※ 在留届の「 変更届 」及び「帰 国届」 をご 提出される 方はこ ちら 。
http://www.dubai.uae.emb-japan.go.jp/itpr_ja/visa_orr.html
――――― ――― ―― ――――

