
感染症危険レベルの引き下げ (6 月 1 日より)によってメキシコ中南米カリブへの 

往来は本格的に再開しております。https://www.anzen.mofa.go.jp/riskmap/ 

また、日本に帰国後に待機が必要となる【区分 赤】に該当するメキシコ中南米カリブの         

国がありませんので、ワクチン接種証明書があれば「待機無し」「帰国時検査無し」 

とする【区分 黄色】【区分 青】となります。https://www.mofa.go.jp/mofaj/ca/cp/page22_003380.html 

 

尚、日本帰国時にＰＣＲ検査陰性証明書が求められますのでメキシコ中南米カリブの各国 

での検査予約代行を行っております。https://www.t-latino.com/uploads/media//2021/11/PCRassistanceAGT.pdf 

メキシコ中南米カリブ国々の最新情報です： https://www.t-latino.com/aftercorona/index.html 

 

レベル１（十分注意してください）。 

ブラジル：ワクチン接種率 87%、24 時間当たり感染者／死者：（約）35000 人／96 人、 

     出入国規制：ワクチン接種証明書 

https://formulario.anvisa.gov.br/ 

 

アルゼンチン：ワクチン接種率 56%、24 時間当たり感染者／死者：（約）6500 人／12 人、 

     出入国規制：COVID-19 保険、誓約書 http://ddjj.migraciones.gob.ar/app/ 

 

チリ：ワクチン接種率 95%、24 時間当たり感染者／死者：（約）8200 人／15 人、 

     出入国規制：ワクチン接種証明書、宣言書、COVID-19 保険、通行証 

https://mevacuno.gob.cl/  http://www.c19.cl/ 

 

コロンビア：ワクチン接種率 84%、24 時間当たり感染者／死者：（約）802 人／2 人、 

     出入国規制：ワクチン接種証明書、オンライン問診票 

     https://apps.migracioncolombia.gov.co/pre-registro/public/preregistro.jsf 

 

エクアドル：ワクチン接種率 87%、24 時間当たり感染者／死者：（約）1150 人／2 人、 

     出入国規制：ワクチン接種証明書、着後抗原検査、オンライン問診票 

https://declaracionsalud-viajero.msp.gob.ec/ 

 

コスタリカ：ワクチン接種率 88%、24 時間当たり感染者／死者：（約）1980 人／4 人、 

     出入国規制：無し 

 

パナマ：ワクチン接種率 82%、24 時間当たり感染者／死者：（約）2960 人／3 人、 

     出入国規制：ワクチン接種証明書、オンライン問診票 

     https://www.panamadigital.gob.pa/ 
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ペルー：ワクチン接種率 90%、24 時間当たり感染者／死者：（約）750 人／12 人状況、 

    出入国規制：ワクチン接種証明書、オンライン問診票 

http://e-notificacion.migraciones.gob.pe/dj-salud/ 

 

ウルグアイ：ワクチン接種率 86%、24 時間当たり感染者／死者：（約）1300 人／3 人、 

     出入国規制：ワクチン接種証明書、宣言書 https://tinyurl.com/3w5cuzm2 

 

キューバ：ワクチン接種率 94%、24 時間当たり感染者／死者：（約）25 人／0 人、 

     出入国規制：着後 PCR 検査、宣言書 https://dviajeros.mitrans.gob.cu/ 

 

 

レベル２：「不要不急の渡航はやめてください。」 

メキシコ：ワクチン接種率 68%、24 時間当たり感染者／死者：（約）3060 人／17 人、 

     出入国規制：無し 

 

グアテマラ：ワクチン接種率 50%、24 時間当たり感染者／死者：（約）700 人／12 人､ 

     出入国規制：ワクチン接種証明書 

 

エルサルバドル：ワクチン接種率 71%、24 時間当たり感染者／死者：（約）190 人／0 人、 

     出入国規制：無し 

 

ボリビア：ワクチン接種率 63%、24 時間当たり感染者／死者：（約）280 人／2 人、 

     出入国規制：ワクチン接種証明書、宣言書 

http://e-notificacion.migraciones.gob.pe/dj-salud/ 

https://www.aerolineas.com.ar/OfficeFile/E-commerce/ddjjbolivia.pdf 

 

パラグアイ：ワクチン接種率 56%、 24 時間当たり感染者／死者：（約）85 人／2 人 

出入国規制：ワクチン接種証明書 

 

ドミニカ共和国：ワクチン接種率 67%、24 時間当たり感染者／死者：（約）620 人／0 人、 

     出入国規制：オンライン問診票 https://eticket.migracion.gob.do/ 

 

ベネズエラ：ワクチン接種率 78%、24 時間当たり感染者／死者：（約）45 人／0 人、 

     出入国規制：ワクチン接種証明書、着後 PCR 検査（自費） 

 

ベリーズ：ワクチン接種率 61%、24 時間当たり感染者／死者：（約）130 人／0 人、 

     出入国規制：ワクチン接種証明書、ベリーズ保険 

     http://www.belizetravelinsurance.com/ 

 

ニカラグア：ワクチン接種率 88%、24 時間当たり感染者／死者：（約）0 人／0 人、 

     出入国規制：ワクチン接種証明書 
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ホンジュラス：ワクチン接種率 62%、24 時間当たり感染者／死者：（約）14 人／0 人、 

     出入国規制：ワクチン接種証明書、オンライン問診票 https://prechequeo.inm.gob.hn/ 

 

トリニダード・トバゴ：ワクチン接種率 54%、24 時間当たり感染者／死者：（約）228 人／4 人、 

     出入国規制：48 時間以内 PCR 陰性証明書 

 

バハマ：ワクチン接種率 43%、24 時間当たり感染者／死者：（約）49 人／0 人、 

     出入国規制：5 日間以内 PCR 陰性証明書、ワクチン接種証明書、オンライン・トラベル・ 

     ヘルス・ビザ http://www.travel.gov.bs/ 

 

バルバドス：ワクチン接種率 57%、24 時間当たり感染者／死者：（約）130 人／2 人、 

     出入国規制：ワクチン接種証明書、着後 PCR 検査、オンライン問診票

http://www.travelform.gov.bb/ 

 

ガイアナ：ワクチン接種率 61%、24 時間当たり感染者／死者：（約）90 人／1 人、 

     出入国規制：72 時間以内 PCR 陰性証明書とワクチン接種証明書 

 

スリナム：ワクチン接種率 46%、24 時間当たり感染者／死者：（約）18 人／2 人、 

     出入国規制：ワクチン接種証明書  

 

アンティグア・バーブーダ：ワクチン接種率 66%、24 時間当たり感染者／死者：（約）15 人／0 人、 

     出入国規制：72 時間以内 PCR 陰性証明書、ワクチン接種証明書、着後 PCR 検査、宣言書、 

     COVID-19 保険、オンライン問診票 

 

セントクリストファー・ネービス：ワクチン接種率 59%、24 時間当たり感染者／死者：（約）12 人／0

人、 

     出入国規制：72 時間以内 PCR 陰性証明書、ワクチン接種証明書、着後 PCR 検査、宣言書、 

     COVID-19 保険、オンライン問診票 https://www.stkittstourism.kn/travel-requirements 

 

ドミニカ国：ワクチン接種率 46%、24 時間当たり感染者／死者：（約）16 人／0 人、 

     出入国規制：ワクチン接種証明書 

 

グレナダ：ワクチン接種率 39%、24 時間当たり感染者／死者：（約）28 人／1 人、 

     出入国規制：無し 

 

 

レベル３：「渡航は止めてください。」 

ジャマイカ：ワクチン接種率 27%、24 時間当たり感染者／死者：（約）270 人／3 人、 

     出入国規制：無し 

 

セントビンセント及びグレナディーン諸島：ワクチン接種率 33%、24 時間当たり感染者／死者：（約）

20 人／0 人、 
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     出入国規制：ワクチン接種証明書、オンライン問診票 http://health.gov.vc/health/ 

 

セントルシア：ワクチン接種率 32%、24 時間当たり感染者／死者：（約）90 人／0 人、 

     出入国規制：ワクチン接種証明書 

 

ハイチ：ワクチン接種率 1.6%、24 時間当たり感染者／死者：（約）17 人／0 人、 

     出入国規制：ワクチン接種証明書 

 

プエルトリコ：ワクチン接種率 95%、24 時間当たり感染者 3500 人／死者：6 人 

     出入国規制：72 時間以内 PCR 陰性証明書、ワクチン接種証明書、オンライン問診票 

https://app.travelsafe.pr.gov/ 

 

ケイマン諸島：ワクチン接種率 94%、24 時間当たり感染者／死者：（約）81 人／0 人、 

     出入国規制：72 時間以内 PCR 陰性証明書、ワクチン接種証明書、着後 PCR 検査、宣言書、 

     COVID-19 保険、オンライン問診票 

 

タークス・カイコス諸島：ワクチン接種率 83%、24 時間当たり感染者／死者：（約）4 人／0 人、 

     出入国規制：72 時間以内 PCR 陰性証明書、ワクチン接種証明書、着後 PCR 検査、宣言書、 

     COVID-19 保険、オンライン問診票 

 

セント・マーチン島：ワクチン接種率 72%、24 時間当たり感染者／死者：（約）12 人／0 人、 

     出入国規制：72 時間以内 PCR 陰性証明書、ワクチン接種証明書、着後 PCR 検査、宣言書、 

     COVID-19 保険、オンライン問診票 

 

サン・バルテレミー：ワクチン接種率情報無し%、24 時間当たり感染者／死者：（約）0 人／0 人、 

     出入国規制：72 時間以内 PCR 陰性証明書、ワクチン接種証明書、着後 PCR 検査、宣言書、 

     COVID-19 保険、オンライン問診票 

 

モントセラト：ワクチン接種率 38%、24 時間当たり感染者／死者：（約）3 人／0 人、 

     出入国規制：ワクチン接種証明書 

 

グアダルペ：ワクチン接種率情報無し、24 時間当たり感染者／死者：（約）620 人／0 人、 

     出入国規制：ワクチン接種証明書、オンライン問診票 

 

マルティニーク：ワクチン接種率情報無し%、24 時間当たり感染者／死者：（約）1530 人／3 人、 

     出入国規制：72 時間以内 PCR 陰性証明書、ワクチン接種証明書、着後 PCR 検査、宣言書、 

     COVID-19 保険、オンライン問診票 

 

フランス領ギアナ：ワクチン接種率情報無し、24 時間当たり感染者／死者：（約）105 人／0 人状況、 

     出入国規制：ワクチン接種証明書、オンライン問診票 

 

※その他の国・過去のニュースはこちら：https://www.t-latino.com/new/index.php 
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