
カリブ海各国 新型コロナ対応 

2020年 6月 22日付け 

国名 空港/港の状況 備考 

英国領アンギラ 

Anguilla 

 

閉鎖 港は 2020 年 6月 30日まで閉鎖 

2020年 6月 1日～6月 30日まで許可されるもの 

(a) 貨物運送用の航空機、船舶 

(b) 緊急用の機材、人を運ぶ航空機、船舶 

(c) 政府の許可を得た航空機、船舶で下記の目的のもの 

(i) アンギラ国民でアンギラへ帰国する人 

(ii) アンギラ国民、それ以外の国籍でアンギラから出国する人 

新型コロナ関係の政府ウェブリンク 

https://beatcovid19.ai/covid-19-response-extensions-amendments-to-

regulations/ 

厚生省は、アンギラへ入国した全員に 14 日間の自宅での隔離・停留をお願いしていま

す。14日間の減少は、現行の新型コロナ対応規制に基づき一切認めません。 

旅行者向けの政府ウェブリンク 

https://beatcovid19.ai/covid-19-response-quarantine-update/ 

アンティグア・バブーダ 

Antigua and Barbuda 

 

空港は 

オープン 

アンティグア・バブーダの国境は既に開いております。入国時、全員の方にマスクの

持参をお願いし、アンティグア国内のご滞在中、公共の場所では必ず着用をお願い致

します。 

•入国時に全員の方が健康状態自己申告書の記入をして頂き、体温の検査を受けて頂き

ます。 

•新型コロナ用隔離ガイドラインに従い、ご宿泊のホテル等にご到着時に簡単な検査を

受けて頂く可能性がございます。 

•アンティグア国籍の帰国者は入国後、指定のホテルへ移動し、14日間隔離処置を受

けて頂きます。処置にかかる宿泊費は自己負担ですが、学生は自己負担に関しては対

象外となります。 

•新型コロナの症状が見られる方は、必ず厚生省監視下の元での隔離対象となります。 

•飛行機の乗り換えでアンティグアに 1日滞在をする旅行者/航空会社スタッフは、ご

出発まで政府が指定したホテル等に滞在をして頂きます。 

•船舶（個人のヨットやフェリー）にて入国をされる旅行者は、厚生省発行の港ガイド

ラインに必ず従って頂きます。 

•観光目的の全ての船舶は、ネイビスストリート港のみ入港が許されます。 

•陸上での移動に利用する車両の運転手等は、新たな消毒やソーシャルディスタンスを

守る為のトレーニングを各社にて行う義務があります。  

• 航空会社は、乗客に必ず事前に情報を提供する義務があります。 

旅行者用リンク:  https://bit.ly/2XBUYPb 

https://www.google.com/url?q=https://www.google.com/url?q%3Dhttps://beatcovid19.ai/covid-19-response-extensions-amendments-to-regulations/%26amp;sa%3DD%26amp;ust%3D1592838747323000&sa=D&ust=1592838747475000&usg=AFQjCNFMVRLDzllsfL8BCVPO6vIT5Fv0AA
https://www.google.com/url?q=https://www.google.com/url?q%3Dhttps://beatcovid19.ai/covid-19-response-extensions-amendments-to-regulations/%26amp;sa%3DD%26amp;ust%3D1592838747323000&sa=D&ust=1592838747475000&usg=AFQjCNFMVRLDzllsfL8BCVPO6vIT5Fv0AA
https://www.google.com/url?q=https://www.google.com/url?q%3Dhttps://beatcovid19.ai/covid-19-response-quarantine-update/%26amp;sa%3DD%26amp;ust%3D1592838747325000&sa=D&ust=1592838747475000&usg=AFQjCNH5u172JL9cb4L8z2c6o-fR_WfEBQ
https://www.google.com/url?q=https://www.google.com/url?q%3Dhttps://bit.ly/2XBUYPb%26amp;sa%3DD%26amp;ust%3D1592838747328000&sa=D&ust=1592838747476000&usg=AFQjCNF_Tr1ymPHYj7xezYD5ErigYSj3ew


アルーバ 

Aruba 

 

自国民、 

ボネール、 

キュラソーか

らの入国は 

出来ます 

2020年 6月 15日から、ボネールとキュラソーからのみ入国が許可されています。

2020年 7月 1日から、ヨーロッパ、カナダ、カリブ海諸国（ドミニカ共和国とハイチ

を除く）からの旅行者の入国が許可されます。アメリカからアルーバへの入国は 2020

年 7月 10日から許可される予定です。 

【入国時の準備】 

– 搭乗の 72時間以内に記載された入国カード 

–健康状態自己申告書 

– マスク着用の義務 

– 観光客は、旅行前に検査を受け結果をアルーバ観光局のウェブに申請する必要があ

ります 

– 新型コロナに対応した保険に必ず加入して下さい。（アルーバ国内保険会社で、ア

ルーバ国内で利用できる保険）アルーバ観光局が提示したものによると、保険料は 1

日$15です。 

【ご到着時の準備と、空港での追加手順】 

– 赤外線検温カメラを通過 

– 体温、症状のチェック 

– トリアージチェック 

– PCR検査を入国される全員が受けて頂きます（但し、12歳以下は対象外）。 

– 検査を拒否する旅行者は、隔離施設へ強制的に連行します。 

– 検査結果が陽性だった方は、隔離施設へ移動します。予約をしていたホテルなどの

宿泊施設には宿泊できません。 

リンク : https://www.visitaruba.com/news/general/corona-virus-and-travel-to-

aruba/ 

バハマ 

The Bahamas 

 

空港は 7月 1

日から国際線

が開始 

 

個人の飛行

機、船の入国

は許可 

バハマ政府観光局は 2020年 6月 15日からバハマ全土において海外からの個人の飛行

機、船舶の入国を許可しています。ガイドラインは下記です。 

• ご到着日より 10 日以内に行われた PCR テストの陰性結果の提示がご到着時

に必要です。 

• 2歳以下のお子様は、PCR テストが免除です。 

• 飛行機から降りないパイロットも PCR テストが免除です。 

• 国内、国際の全旅行者は出発前に必ずバハマ政府が準備したオンライン上の

健康状態自己申告書 travel.gov.bs を申請して頂きます。申請が完了する

と、自動の返答が来ますので、バハマ入国時に提示をしてください。 

• 上記のオンライン健康状態自己申告書が完了していれば、隔離は不要です。 

• オンライン健康状態自己申告書の申請が行われていない場合、入国を拒否さ

れる可能性がございます。 

• 船舶で入国の方は、入港時間の 48時間前までには必ず港に入国の情報をお伝

えください。 

2020年 7月 1日から国際線が開始します。  

情報リンク；https://www.bahamas.com/tourism-reopening 

https://www.google.com/url?q=https://www.google.com/url?q%3Dhttps://www.visitaruba.com/news/general/corona-virus-and-travel-to-aruba/%26amp;sa%3DD%26amp;ust%3D1592838747331000&sa=D&ust=1592838747476000&usg=AFQjCNF38C-FEU9JpjDm--_R8incGT9yjg
https://www.google.com/url?q=https://www.google.com/url?q%3Dhttps://www.visitaruba.com/news/general/corona-virus-and-travel-to-aruba/%26amp;sa%3DD%26amp;ust%3D1592838747331000&sa=D&ust=1592838747476000&usg=AFQjCNF38C-FEU9JpjDm--_R8incGT9yjg
https://www.google.com/url?q=https://www.google.com/url?q%3Dhttps://travel.gov.bs/%26amp;sa%3DD%26amp;ust%3D1592838747334000&sa=D&ust=1592838747476000&usg=AFQjCNGo6k7lUT7pkzFJCEaYBp6j5CLh_Q
https://www.bahamas.com/tourism-reopening


バルバドス 

Barbados 

 

閉鎖 国際空港は 2020年 6月 30日まで閉鎖です。 

https://gisbarbados.gov.bb/blog/resuming-commercial-air-traffic-based-on-

data-not-date/  

厚生省は 2020年 6月 13日から新たな規定を定め、新型コロナの感染率が低いとみな

された国からの入国は、自宅での隔離を許可します。 

https://gisbarbados.gov.bb/blog/new-home-quarantine-policy-for-covid-19/ 

貨物は許可が下りています。 

https://gisbarbados.gov.bb/blog/port-resumes-delivery-of-all-commercial-

cargo/ 

外出禁止令は金、土、日曜日の 22時～5時まで。

https://gisbarbados.gov.bb/download/emergency-management-covid-19-psv-

no-2-directive-2020/ 

バミューダ 

Bermuda 

 

自国民のみ 

帰国可 

国際線は 2020年 7月 1日から再開予定です。 

バミューダ入国の際、旅行者は下記が必要です。 

• ご出発より 72時間以内の PCR 検査の陰性結果 

• 健康保険の加入 

• 空港でのマスク着用義務 

• 空港でのソーシャルディスタンスを守る 

旅行者全員が、下記のオンラインフォームを入力して下さい。 

https://www.gov.bm/articles/resumption-commercial-flights 

関税、入国審査官はマスクやシールドなどの個人用防護具(PPE)を着用しています。全

ての旅行者はご到着後、新型コロナ検査を空港またはホテルにて受けて頂きます。 

現在は、下記の方のみがバミューダへ入国可能です。 

• バミューダ居住者、または大人が居住許可を持っている場合 

• 貨物用や旅客飛行機のスタッフ 

• 貨物船 

• バミューダ政府から特別な許可が下りている人 

• 全員の入国者が 14日間の自宅隔離 

旅行者用リンク  https://www.gov.bm/coronavirus-travellers 

現在、経済復興のフェーズ２に入っています。

https://www.gov.bm/sites/default/files/COVID-Closures-Schedule-Phase-

2V8_1.pdf  

ボネール 

Bonaire 

 

オランダ領か

らのみ入国可 

海の港は封鎖 

2020年 3月中旬から 7 月 1日まではオランダ領からのみボネールへ入国が出来ます。 

2020年 7月 11日 11日からオランダ本国のフライトが、下記の条件付きで試験的に再

開します。 

- ご到着時、ボネールの空港にて全員が検査を受けて頂きます。 

- 自宅にて隔離をして頂きます。 

2020年 7月 12日からキュラソーとボネール間の行き来が可能になります。 

- キュラソーからボネールへ入国される方は隔離が免除になります。 

https://www.google.com/url?q=https://www.google.com/url?q%3Dhttps://gisbarbados.gov.bb/blog/resuming-commercial-air-traffic-based-on-data-not-date/%26amp;sa%3DD%26amp;ust%3D1592838747338000&sa=D&ust=1592838747477000&usg=AFQjCNGOivbcSMnMPkBYVHM1foMbhnDnOQ
https://www.google.com/url?q=https://www.google.com/url?q%3Dhttps://gisbarbados.gov.bb/blog/resuming-commercial-air-traffic-based-on-data-not-date/%26amp;sa%3DD%26amp;ust%3D1592838747338000&sa=D&ust=1592838747477000&usg=AFQjCNGOivbcSMnMPkBYVHM1foMbhnDnOQ
https://www.google.com/url?q=https://www.google.com/url?q%3Dhttps://gisbarbados.gov.bb/blog/new-home-quarantine-policy-for-covid-19/%26amp;sa%3DD%26amp;ust%3D1592838747339000&sa=D&ust=1592838747477000&usg=AFQjCNEgIz7FZJmafVslUpy692dvFeQ-fg
https://www.google.com/url?q=https://www.google.com/url?q%3Dhttps://gisbarbados.gov.bb/blog/port-resumes-delivery-of-all-commercial-cargo/%26amp;sa%3DD%26amp;ust%3D1592838747340000&sa=D&ust=1592838747477000&usg=AFQjCNEjNWcju_m-lxfyh8MJgYwzR9RQrg
https://www.google.com/url?q=https://www.google.com/url?q%3Dhttps://gisbarbados.gov.bb/blog/port-resumes-delivery-of-all-commercial-cargo/%26amp;sa%3DD%26amp;ust%3D1592838747340000&sa=D&ust=1592838747477000&usg=AFQjCNEjNWcju_m-lxfyh8MJgYwzR9RQrg
https://www.google.com/url?q=https://www.google.com/url?q%3Dhttps://gisbarbados.gov.bb/download/emergency-management-covid-19-psv-no-2-directive-2020/%26amp;sa%3DD%26amp;ust%3D1592838747340000&sa=D&ust=1592838747477000&usg=AFQjCNHsYDtShpmCEFM4PK-K7G_9CAqWCA
https://www.google.com/url?q=https://www.google.com/url?q%3Dhttps://gisbarbados.gov.bb/download/emergency-management-covid-19-psv-no-2-directive-2020/%26amp;sa%3DD%26amp;ust%3D1592838747340000&sa=D&ust=1592838747477000&usg=AFQjCNHsYDtShpmCEFM4PK-K7G_9CAqWCA
https://www.google.com/url?q=https://www.google.com/url?q%3Dhttps://www.gov.bm/articles/resumption-commercial-flights%26amp;sa%3DD%26amp;ust%3D1592838747347000&sa=D&ust=1592838747478000&usg=AFQjCNHR4Ezu638o4xwh9tnflE5cLOlTzQ
https://www.google.com/url?q=https://www.google.com/url?q%3Dhttps://www.gov.bm/coronavirus%26amp;sa%3DD%26amp;ust%3D1592838747349000&sa=D&ust=1592838747479000&usg=AFQjCNF6a7On4BIV2MZVQXVQg3ColVBruA
https://www.google.com/url?q=https://www.google.com/url?q%3Dhttps://www.gov.bm/coronavirus-travellers%26amp;sa%3DD%26amp;ust%3D1592838747349000&sa=D&ust=1592838747479000&usg=AFQjCNGvC8dV8EjzMvVdrsNLpHDdDuM3pA
https://www.gov.bm/sites/default/files/COVID-Closures-Schedule-Phase-2V8_1.pdf
https://www.gov.bm/sites/default/files/COVID-Closures-Schedule-Phase-2V8_1.pdf


https://www.tourismbonaire.com/news-flash/traveling-to-bonaire-becomes-

possible-again 

クルーズ船はまだ入国できません。 

英領バージン諸島 

British Virgin Islands 

 

国民のみ帰国

可能 

2020年 7月 2日より、新たなコロナ用の規制の元、英領バージン諸島国民、帰属者、

永住権所有者、国籍取得者の帰国を許可します。 

全ての帰国者は、オンラインで登録を行ってください。登録時に、居住許可書の確認

や厚生省による自己健康診断チェックなどを行います。 

集められた個情報は厳重に保護されます。申請する方は、申請前に下記の Q&Aを熟読

願います。 

Q&A  Frequently Asked Questions 

オンライ登録サイト  https://www.bvitravel.vg 

情報リンク: https://bvi.gov.vg/controlled-re-entry-british-virgin-islands 

ケイマン諸島 

Cayman Islands 

 

閉鎖 ケイマン諸島の全ての空港が 2020年 9月 1日まで閉鎖予定です。現在、国境再オープ

ンは国会にて検討中となります。 

Airports in the Cayman Islands were first closed at 11:59pm on Sunday, 22 March 

2020.ケイマン諸島の空港は 2020年 3 月 22日から閉鎖しております。島間の移動も不

可です。貨物用と緊急救急用の飛行機のみ、入国を許されています。個人の飛行機で

緊急事態に対応すべく入国のみ、政府が用意した隔離施設に入ることが条件で、国民

のみに入国が許される場合がございます。 

情報リンク: https://www.exploregov.ky/government-covid19-policies 

キュラソー 

Curaçao 

 

ボネール、セ

ントユースタ

ティウス、サ

バ、アルー

バ、セントマ

ーティからの

み入国可 

2020年 7月 1日から本国オランダからの入国、2020 年 7月 12日から、ボネール、セ

ントユースタティウス、サバからの入国、2020年 7 月 15日からアルーバ、セントマ

ーティンからの入国、が許可される予定です。 

アルーバ、セントマーティンからの入国者は出発前に必ず所在追跡書を提出します。 

本国オランダからの入国者は、出発の 72時間以内に受けた PCR検査の陰性結果、デ

ジタル移民局カード、所在追跡書を提出します。情報リンク；www.dicardcuracao.com 

2020年 7月 25日からはまた新たな規定が加わります。 

⚫ 厚生省所在追跡書カードをご到着前に記入 

⚫ 保険の加入 

下記の条件を満たす方は、隔離が免除されます。 

⚫ 過去 14日以内に、新型コロナ危険指定地域に行っていない方 

⚫ 新型コロナの症状が無い方 

⚫ 過去 14日以内に、新型コロナの保菌者と接近していない方 

キュラソーの港も再開に向け万全の準備を整えております。新たな規定を定めました 

⚫ 入港した船でキュラソーに停泊したい場合は、2 週間の隔離 

⚫ ヨットのクルーの 14日間の隔離（ヨット内が無理な場合は政府指定の隔離施設の

ホテルなど） 

情報リンク: https://www.curacao.com/en/questions/health-and-

vaccinations/response-to-novel-coronavirus-covid-19 

https://www.google.com/url?q=https://www.google.com/url?q%3Dhttps://www.tourismbonaire.com/news-flash/traveling-to-bonaire-becomes-possible-again%26amp;sa%3DD%26amp;ust%3D1592838747353000&sa=D&ust=1592838747479000&usg=AFQjCNHmBcKoeBf6EqQhFEJzHP3hBDM4lA
https://www.google.com/url?q=https://www.google.com/url?q%3Dhttps://www.tourismbonaire.com/news-flash/traveling-to-bonaire-becomes-possible-again%26amp;sa%3DD%26amp;ust%3D1592838747353000&sa=D&ust=1592838747479000&usg=AFQjCNHmBcKoeBf6EqQhFEJzHP3hBDM4lA
https://www.google.com/url?q=https://www.google.com/url?q%3Dhttps://bvi.gov.vg/sites/default/files/faqs.pdf%26amp;sa%3DD%26amp;ust%3D1592838747356000&sa=D&ust=1592838747480000&usg=AFQjCNHkxn9Qz0x3pmOPZSiTFo-zKfqtpA
https://www.google.com/url?q=https://www.google.com/url?q%3Dhttps://www.bvitravel.vg/%26amp;sa%3DD%26amp;ust%3D1592838747357000&sa=D&ust=1592838747480000&usg=AFQjCNFVf0hmR_hyFDM9v0BLUU4CJeptjw
https://www.google.com/url?q=https://www.google.com/url?q%3Dhttps://bvi.gov.vg/controlled-re-entry-british-virgin-islands%26amp;sa%3DD%26amp;ust%3D1592838747357000&sa=D&ust=1592838747480000&usg=AFQjCNFGKLDMnyNxGPFJT1qt9z_-VW0C3w
https://www.google.com/url?q=https://www.google.com/url?q%3Dhttps://www.exploregov.ky/government-covid19-policies%26amp;sa%3DD%26amp;ust%3D1592838747360000&sa=D&ust=1592838747480000&usg=AFQjCNHHTyyA-TdbVxiRITcmF70csmIAfw
http://www.dicardcuracao.com/
https://www.google.com/url?q=https://www.google.com/url?q%3Dhttps://www.curacao.com/en/questions/health-and-vaccinations/response-to-novel-coronavirus-covid-19%26amp;sa%3DD%26amp;ust%3D1592838747365000&sa=D&ust=1592838747481000&usg=AFQjCNE7gaSdwsltIg5NdfFLLpHJbS_Hgw
https://www.google.com/url?q=https://www.google.com/url?q%3Dhttps://www.curacao.com/en/questions/health-and-vaccinations/response-to-novel-coronavirus-covid-19%26amp;sa%3DD%26amp;ust%3D1592838747365000&sa=D&ust=1592838747481000&usg=AFQjCNE7gaSdwsltIg5NdfFLLpHJbS_Hgw
https://www.google.com/url?q=https://www.google.com/url?q%3Dhttps://www.curacao.com/en/questions/health-and-vaccinations/response-to-novel-coronavirus-covid-19%26amp;sa%3DD%26amp;ust%3D1592838747365000&sa=D&ust=1592838747481000&usg=AFQjCNE7gaSdwsltIg5NdfFLLpHJbS_Hgw


ドミニカ 

Dominica 

 

閉鎖 首相発表によると、7月に国際線の再開を目指し現在検討中。 

http://dominicaupdate.com/2020/06/19/dominicas-borders-could-reopen-in-

july/ 

現在は全ての港、空港が一般用には閉鎖しており、貨物と(a)ドミニカ国民 (b)ドミニ

カ居住者(c) 医療関係者 (d)その他国家保安上で許可が下りた人のみが入国を許可さ

れています。 

情報リンク: http://dominicaupdate.com/faq/ 

ドミニカ共和国 

Dominican Republic 

 

閉鎖 2020年 7月 1日からホテル、空港、ジム、レストランなどを再開予定 

情報リンク； https://puntacanainternationalairport.com/medidas-prevencion-

llegada-y-salida 

グアドループ 

Guadeloupe 

 

弊社 

但し、セント

マーティン、

セントバー

ス、リユニオ

ン島、ガイア

ナからは入国

可 

2020年 6月 9日からフランス海外県のグアドループ、マルティニーク、セントマーテ

ィン、セントバース、レユニオン島間の移動に関して、フランス政府は規定を発表致

しました。 

http://www.guadeloupe.gouv.fr/Politiques-publiques/Risques-naturels-

technologiques-et-sanitaires/Securite-sanitaire/Informations-coronavirus/Les-

transports/Un-dispositif-experimental-de-protocole-sanitaire-a-l-entree-des-

territoires-ultramarins 

⚫ マルティニーク、グアドループに入国希望の方は、72時間以内に受けた PCR 検

査の陰性結果が必要です。ご到着後、最大 7日間隔離の可能性があります。 

⚫ マルティニーク、グアドループとガイアナ間の飛行機での移動は最小限に抑えま

す。 

⚫ 航空会社は搭乗前に陰性結果を必ず乗客が持っているように確認してください。 

⚫ 2020 年 6月 22日まで同条件となり、その後状況によっては規定が変更する可能

性がございます。 

情報リンク； 

http://www.guadeloupe.gouv.fr/Politiques-publiques/Risques-naturels-

technologiques-et-sanitaires/Securite-sanitaire/Informations-coronavirus/Les-

transports/Mesures-temporaires-applicables-aux-deplacements-par-avion-

entre-la-Guyane-et-les-Antilles 

グレナダ 

Grenada 

 

空港は閉鎖、 

海の港は 

オープン 

グレナダ政府は、2020 年 6 月 30 日の国境再オープンを目指し、現在規定を検討中で

す。 

情報リンク； 

http://www.loopnewscaribbean.com/content/grenadas-borders-might-re-

open-june-30#.Xs6n5z-q0mA.twitter 
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https://www.google.com/url?q=https://www.google.com/url?q%3Dhttp://dominicaupdate.com/2020/06/19/dominicas-borders-could-reopen-in-july/%26amp;sa%3DD%26amp;ust%3D1592838747367000&sa=D&ust=1592838747481000&usg=AFQjCNHyF74pN52aIeg-ne2q-rSWennc3g
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https://www.google.com/url?q=https://www.google.com/url?q%3Dhttp://www.guadeloupe.gouv.fr/Politiques-publiques/Risques-naturels-technologiques-et-sanitaires/Securite-sanitaire/Informations-coronavirus/Les-transports/Un-dispositif-experimental-de-protocole-sanitaire-a-l-entree-des-territoires-ultramarins%26amp;sa%3DD%26amp;ust%3D1592838747373000&sa=D&ust=1592838747482000&usg=AFQjCNHMbzDghNLOl4HcO1Kl-7XNrgYtWA
https://www.google.com/url?q=https://www.google.com/url?q%3Dhttp://www.guadeloupe.gouv.fr/Politiques-publiques/Risques-naturels-technologiques-et-sanitaires/Securite-sanitaire/Informations-coronavirus/Les-transports/Un-dispositif-experimental-de-protocole-sanitaire-a-l-entree-des-territoires-ultramarins%26amp;sa%3DD%26amp;ust%3D1592838747373000&sa=D&ust=1592838747482000&usg=AFQjCNHMbzDghNLOl4HcO1Kl-7XNrgYtWA
https://www.google.com/url?q=https://www.google.com/url?q%3Dhttp://www.guadeloupe.gouv.fr/Politiques-publiques/Risques-naturels-technologiques-et-sanitaires/Securite-sanitaire/Informations-coronavirus/Les-transports/Un-dispositif-experimental-de-protocole-sanitaire-a-l-entree-des-territoires-ultramarins%26amp;sa%3DD%26amp;ust%3D1592838747373000&sa=D&ust=1592838747482000&usg=AFQjCNHMbzDghNLOl4HcO1Kl-7XNrgYtWA
https://www.google.com/url?q=https://www.google.com/url?q%3Dhttp://www.guadeloupe.gouv.fr/Politiques-publiques/Risques-naturels-technologiques-et-sanitaires/Securite-sanitaire/Informations-coronavirus/Les-transports/Un-dispositif-experimental-de-protocole-sanitaire-a-l-entree-des-territoires-ultramarins%26amp;sa%3DD%26amp;ust%3D1592838747373000&sa=D&ust=1592838747482000&usg=AFQjCNHMbzDghNLOl4HcO1Kl-7XNrgYtWA
https://www.google.com/url?q=https://www.google.com/url?q%3Dhttp://www.guadeloupe.gouv.fr/Politiques-publiques/Risques-naturels-technologiques-et-sanitaires/Securite-sanitaire/Informations-coronavirus/Les-transports/Mesures-temporaires-applicables-aux-deplacements-par-avion-entre-la-Guyane-et-les-Antilles%26amp;sa%3DD%26amp;ust%3D1592838747375000&sa=D&ust=1592838747482000&usg=AFQjCNGtl53IBJqPSK3yB2i_Qsb4J4IZJg
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https://www.google.com/url?q=https://www.google.com/url?q%3Dhttp://www.guadeloupe.gouv.fr/Politiques-publiques/Risques-naturels-technologiques-et-sanitaires/Securite-sanitaire/Informations-coronavirus/Les-transports/Mesures-temporaires-applicables-aux-deplacements-par-avion-entre-la-Guyane-et-les-Antilles%26amp;sa%3DD%26amp;ust%3D1592838747375000&sa=D&ust=1592838747482000&usg=AFQjCNGtl53IBJqPSK3yB2i_Qsb4J4IZJg
https://www.google.com/url?q=https://www.google.com/url?q%3Dhttp://www.guadeloupe.gouv.fr/Politiques-publiques/Risques-naturels-technologiques-et-sanitaires/Securite-sanitaire/Informations-coronavirus/Les-transports/Mesures-temporaires-applicables-aux-deplacements-par-avion-entre-la-Guyane-et-les-Antilles%26amp;sa%3DD%26amp;ust%3D1592838747375000&sa=D&ust=1592838747482000&usg=AFQjCNGtl53IBJqPSK3yB2i_Qsb4J4IZJg
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ハイチ 

Haiti 

 

国内線の緊急

事態、医療関

係、政府関係

のみ 

国際空港への全ての国際線が現在は中断していますが、国内線は緊急事態、医療関

係、政府関係が例外として飛んでいます。 

アメリカからのフライトは、外務省と首相からの許可が下りている場合のみ、政府指

定の施設又はホテルにて 14日間の隔離が条件のもと入国出来ます。 

情報リンク； https://www.universalweather.com/blog/caribbean-coronavirus-

covid-19-impact-on-business-aviation/ 

ジャマイカ 

Jamaica 

 

空港、港とも

にオープン 

2020年 6月 15日から、ジャマイカの国境は旅行者へ再オープン致しました。下記の

条件がございます。 

• 2020年 6月 15 日～30日の期間の入国者は新型コロナ用の検査を受けて頂き

ます。 

• もし検査が陽性だった場合、政府が指定した隔離施設に移動します。 

• ジャマイカへの入国者全員がテストを受けて頂きます。ジャマイカ国民、観

光客全ての方が対象です。 

• ネグリルからポートランドのビーチ沿いのホテルと、キングストンの商業エ

リアのホテルのみ営業を許可します。新型コロナ用の対策ガイドラインの許

可を得たホテルのみが 2020年 6月 15日から営業出来ます。最新情報は

www.visitjamaica.com にてご確認ください。 

• ジャマイカへ入国希望の方は全員が事前申請をし承認を受ける必要がありま

す。この承認は、ジャマイカ国民、観光客ともに全員が対象です。 

• 申請はこちらから； www.visitjamaica.com/travelauthorization/  

• この申請は、ジャマイカに到着する最大 72 時間以内にして下さい。 

• 申請後、10分以内に結果を受け取って頂けます。 

• 承認は 7日間有効です。 

情報リンク； 

https://www.visitjamaica.com/travelauthorization/pdf/faq.pdf 

マルティニーク 

Martinique 

 

閉鎖 2020年 6月 26日から空港が開く予定です。 

入国者は医療関係者、緊急治療の為などの理由の方のみ入国が出来る予定です。 

グアドループからの入国者は、入国理由、症状が無い事などを宣誓した書面 statement

を提出します。書面が無い場合、入国を拒否される可能性がございます。 

情報リンク； 

 https://www.universalweather.com/blog/caribbean-coronavirus-covid-19-

impact-on-business-aviation/ 

モントセラト 

Montserrat 

 

国民のみ 

帰国可 

下記の例外以外、空港、港が全て閉鎖中です。 

• モントセラト国民の帰国 

• 居住者の帰国 

• モントセラト国民又は居住者の配偶者と子供 

• 新型コロナ用の医療従事者 

• 医療救助者 

• 郵便関係者 

https://www.google.com/url?q=https://www.google.com/url?q%3Dhttps://www.universalweather.com/blog/caribbean-coronavirus-covid-19-impact-on-business-aviation/%26amp;sa%3DD%26amp;ust%3D1592838747384000&sa=D&ust=1592838747484000&usg=AFQjCNHq-x3zL3dckAsAlBMLda0GhrZCXw
https://www.google.com/url?q=https://www.google.com/url?q%3Dhttps://www.universalweather.com/blog/caribbean-coronavirus-covid-19-impact-on-business-aviation/%26amp;sa%3DD%26amp;ust%3D1592838747384000&sa=D&ust=1592838747484000&usg=AFQjCNHq-x3zL3dckAsAlBMLda0GhrZCXw
http://www.visitjamaica.com/
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https://www.google.com/url?q=https://www.google.com/url?q%3Dhttp://www.guadeloupe.gouv.fr/Politiques-publiques/Risques-naturels-technologiques-et-sanitaires/Securite-sanitaire/Informations-coronavirus/Les-transports/Avant-tout-deplacement-aerien-il-faut-remplir-une-attestation-derogatoire%26amp;sa%3DD%26amp;ust%3D1592838747391000&sa=D&ust=1592838747485000&usg=AFQjCNHf9kI5G1x4fkzjGe1NdbXkyzej3g
https://www.google.com/url?q=https://www.google.com/url?q%3Dhttp://www.guadeloupe.gouv.fr/Politiques-publiques/Risques-naturels-technologiques-et-sanitaires/Securite-sanitaire/Informations-coronavirus/Les-transports/Avant-tout-deplacement-aerien-il-faut-remplir-une-attestation-derogatoire%26amp;sa%3DD%26amp;ust%3D1592838747391000&sa=D&ust=1592838747485000&usg=AFQjCNHf9kI5G1x4fkzjGe1NdbXkyzej3g
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ご到着日より 72時間以上前に必ずオンラインの入国許可の申請を行って下ださい。ま

た、現在モントセラトへの入国は、John A. Osborne 空港への飛行機のみとなりま

す。 

1. 全ての入国者は、飛行機内と空港でのマスクの着用が義務付けられます。 

2. ご到着時、厚生省担当者が入国審査の前に、健康状態の検査を行います。過去 14日

間の行動と居住地の核に、モントセラト滞在時の滞在先と空港から滞在先への移動方

法の確認を口頭でお聞きします。 

3. 体温チェック 

4. 入国される全員に 14 日間の自己隔離をお願いします。また、入国した人が滞在する

同じ家の居住者も、同じく自己隔離をお願いします。 

情報リンク； 

 

http://www.gov.ms/pre-travel-registration-required-protocols-in-place-for-

persons-traveling-to-montserrat/ 
 

プエルトリコ 

Puerto Rico 

 

オープン 2020年 7月 15日から観光客の皆様の入国を受け入れる予定です。 

全ての入国する方に新型コロナ用のテストをし、症状によっては 14 日間隔離となりま

す。 

全ての商業用飛行機はサンファン空港のみ利用可能。クルーズ船はまだ入港不可で

す。 

情報リンク； 

 https://www.discoverpuertorico.com/info/travel-advisory 
 

セントバーツ 

St. Barthélemy 

 

オープン • 2020年 7月 22 日に国境を再オープン予定 

• ビーチは規制なく開いています 

• レストランは通常営業 

• 教会は開いています 

• ご出発日より 3 日以内の RCR 検査陰性結果が入国には必要です 

• もしご滞在が 7 日以上の場合は、ご滞在 7日目に 2回目の PCR 検査を受けて

下さい。 

情報リンク； https://bit.ly/2YK463w  
 

セントクリストファーネイ

ビス 

St. Kitts & Nevis 

 

閉鎖 現在は全ての国際線が中断しております。 

 

情報リンク；https://www.covid19.gov.kn/2020/06/13/st-kitts-and-nevis-borders-

remain-closed-to-international-commercial-flights-and-visitors-says-pm-harris/ 

セントルシア 

St. Lucia 

空港は 

オープン、 

海の港は閉鎖 

2020年 6月 4日から国際線が飛び始めています。 

セントルシアに入国時に必要な条件 

http://www.gov.ms/pre-travel-registration-required-protocols-in-place-for-persons-traveling-to-montserrat/
http://www.gov.ms/pre-travel-registration-required-protocols-in-place-for-persons-traveling-to-montserrat/
https://www.google.com/url?q=https://www.google.com/url?q%3Dhttps://www.discoverpuertorico.com/info/travel-advisory%26amp;sa%3DD%26amp;ust%3D1592838747397000&sa=D&ust=1592838747486000&usg=AFQjCNGNMTH33pqYbCeiAjaU8CWgK-Yh_Q
https://www.google.com/url?q=https://www.google.com/url?q%3Dhttps://bit.ly/2YK463w%26amp;sa%3DD%26amp;ust%3D1592838747400000&sa=D&ust=1592838747487000&usg=AFQjCNF2wD8bcUYp8GOeMVKHKmZITxQolw
https://www.covid19.gov.kn/2020/06/13/st-kitts-and-nevis-borders-remain-closed-to-international-commercial-flights-and-visitors-says-pm-harris/
https://www.covid19.gov.kn/2020/06/13/st-kitts-and-nevis-borders-remain-closed-to-international-commercial-flights-and-visitors-says-pm-harris/


 

• セントルシア行きの飛行機の出発時間から最大 48時間以内に受けた新型コロ

ナ用検査の陰性結果。 

• パスポート/ご滞在に必要なビザ 

• 飛行機の中、空港にてマスクの着用義務 

• セントルシアに到着後も、マスク着用 

• セントルシア到着後、体温チェック 

情報リンク； https://www.stlucia.org/en/covid-19/ 
 

セントマーティン/オラン

ダ領 

St. Maarten 

 

閉鎖 プリンセルジュリアナ国際空港は、新型コロナの感性が無いエリアを対象に 2020年 7

月 1日に再開を予定しております。 

政府は、2020年 6月 1 日～30日までは、セントマーティン居住者で海外から最大 35

名の帰国の許可をする予定です。 

https://stmaartennews.com/aviation-news/sxm-airport-re-open-around-july-1st/ 

セントマーティン/フラン

ス領 

St. Martin 

 

グアドルー

プ、マルティ

ニーク、セン

トバースから

のみ 

入国可 

グランドケース空港のみ、グアドループ、マルティニーク、セントバースからのみ商

業用の飛行機が入国できます。 

情報リンク； https://www.st-martin.org/covid19 

セントビンセント・ 

グレナディーン 

St Vincent and the 

Grenadines 

 

オープン 2020年 7月 1日～31日の期間の入国者へ、新たな規定が出来ました。 

入国者は、オンラインの入国申請を行ってください。 

• カリコム条約に基づき、ジャマイカ、アンティグア、セントキッツ、英領バ

ージン諸島、トリニダード＆トバゴ、バルバドス、グレナダ、ガイアナ、セ

ントルシア、ドミニカ国、モントセラト、アンギラからの入国者は、オンラ

インの入国申請は必要ですが新型コロナテストは必要ありません。 

• カリコム以外からの入国者は、PCR検査をご到着時に受けて頂きます。全員

がその後即座に各自の宿泊施設へ移動し、テストの結果を待ちます。 

情報リンク； https://www.iwnsvg.com/2020/06/19/svg-details-new-

covid-19-protocols-for-visitors/?fbclid=IwAR1-

2EP9hK9ECtwbYAOJd0qtCu7IJk_I9L3CvOju3kng1wnqYtdyAW7HsQQ 

トリニダード・トバゴ 

Trinidad and Tobago 

 

国内移動のみ 2020年 6月 1日からトバゴ行きの飛行機が飛び始めます。 

 

情報リンク； https://www.opm.gov.tt/prime-ministers-media-conference-

saturday-30th-may-2020/ 

https://www.google.com/url?q=https://www.google.com/url?q%3Dhttps://www.stlucia.org/en/covid-19/%26amp;sa%3DD%26amp;ust%3D1592838747405000&sa=D&ust=1592838747487000&usg=AFQjCNFJaLIkLYHVQS-ILVUXeYMpP8Ze2A
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タークス＆ケイコス 

Turks and Caicos 

 

国民又は 

居住者のみ 

帰国可 

2020年 7月 22日まではすべての国際線が中断しており、空港が閉鎖しています。海

の港も同じく 2020年 7 月 22日まで閉鎖中です。 

現在、入国が許可されているのは下記の条件を満たしている人のみです。 

• タークス＆ケイコスの国民 

• 永住権の所有者で、実際に 1年の内の大半をタークス＆ケイコスに

て居住をしている人、またはタークス＆ケイコスに頻繁に訪れる人 

• タークス＆ケイコスの国民と結婚していている配偶者で居住権を持

つ人 

• 英領海外領土の市民 

は、規制の元タークス＆ケイコスに飛行機で入国をすることが許されます。 

タークス＆ケイコスに入国する全員が 

• 指定施設にて 14 日間の隔離をし、感染の症状が出ないか監視 

• 政府発行の隔離命令に署名 

情報リンク； https://www.gov.tc/moh/coronavirus/regulations 

米領バージン諸島 

United States Virgin 

Islands 

 

オープン 2020年 7月 11日まで新型コロナ特別緊急法が有効です。 

2020年 6月 1日から観光客の規制が緩和されました。 

旅行規制； 

• 2020年 6月 1 日から観光での入国ができます。 

• 入国者全員がアメリカ合衆国税関・国境警備局の情報をチェックしてくださ

い。 

• 米国国土安全保障省と航空会社のウェブの最新情報を確認してください。 

空港 

• 空港はオープンしています 

• 航空会社にフライトのスケジュール変更など最新情報を確認してください。 

• 入国者は、新型コロナ用の健康診断を受けて頂きます。 

• 入国後は、政府が定めた自宅等での 14日間隔離を守って下さい。 

情報リンク； https://usviupdate.com/ 

 

https://www.google.com/url?q=https://www.google.com/url?q%3Dhttps://www.gov.tc/moh/coronavirus/regulations%26amp;sa%3DD%26amp;ust%3D1592838747422000&sa=D&ust=1592838747490000&usg=AFQjCNEQ3yTIUF6SfoaA3rhaeuvX7TjkJQ
https://www.google.com/url?q=https://www.google.com/url?q%3Dhttps://usviupdate.com/%26amp;sa%3DD%26amp;ust%3D1592838747426000&sa=D&ust=1592838747490000&usg=AFQjCNFFl2Ec1lbzGdPMxSE7wIVw3leOLQ

