
2021 年 11 月 1 日以降の空路でのタイ入国手順

カテゴリー ステップ１ 
https://tp.consular.go.th/ 

にて登録申請 

（渡航予定日の 7日前までに 

ご登録下さい。） 

ステップ２ 
チェックインカウンター

での搭乗手続き時 

提示する書類等 

ステップ3

タイ到着後 

カテゴリー１ 
タイ入国時の隔離を免

除する措置 

（タイに入国すること

ができる国・地域から
出発（日本を含む 63
の国・地域）及び渡航
日の 14 日前までに 

新型コロナウィルスワ

クチン接種を規定の回

数終えている方） 

※タイに入国すること

ができる日本を含む
63 の国・地域の  

いずれかに連続して
21 日間以上滞在して

おり、下記の条件を 

満たす場合にはタイ 

入国に際して隔離免除

措置を受けることが 

できます。またタイ 

在住外国人が、日本 
お含む 63 の国・地域

に渡航し、21 日以内

にタイに戻る場合にも

同様に隔離免除措置を

受けることができま

す。 

※タイ到着の初日に受

検した PCR 検査の陰性

結果が判明するまで指

定ホテルで一晩待機す

る必要があります。 

●PCR 検査の結果が判明するま

で一晩待機するための隔離措

置施設(AQ)の一泊分予約確認

書 

●新型コロナウィルス感染症

及び関連疾患の治療費を含む 

5 万 US ドル以上の治療補償が

ある医療保険証（タイ国籍者

は必要ありません）

●ステップ 1 の手続き

から受理した Thailand 

Pass QR Code を提示し

ます。（発行済の COE

を使用して入国するこ

とが可能です。） 

●チェックインカウン

ターでの搭乗手続き

時、渡航前 72 時間 

以内に発行された  

RT-PCR 検査による 

新型コロナウィルス 

非感染証明書を提示 

します。

●タイ到着の初日に

PCR 検査を受けてく

ださい。 

●結果が判明する

まで予約済みの隔離 

措置施設(AQ)または

SHA+ホテルで 待機

してください。 

カテゴリー２ 
10 日間隔離する措置 

（全ての国からの  

タイ入国に際して、 

タイの規定した新型 

コロナウイルス・  

ワクチンの接種を  

完了していない方） 

※ 10 日間の隔離措置

●隔離措置施設(AQ)または

SHA+ホテルの 10 泊分費用支払

い済み予約確認書 

●新型コロナウィルス感染症

及び関連疾患の治療費を含む 

5 万 US ドル以上の治療補償が

ある医療保険証（タイ国籍者

は必要ありません）

カテゴリー１と同様 ●予約した隔離措置

施設(AQ)または SHA+

ホテルで 10 泊宿泊

してください。 

●2 回の PCR 検査を

受検すること。  

１回目は到着日 

（０日、１日）、 

２回目は 8日目 

若しくは 9日目 



カテゴリー ステップ１ 
https://tp.consular.go.th/ 

にて登録申請 

（渡航予定日の 7日前までに 

ご登録下さい。） 

ステップ２ 
チェックインカウンター

での搭乗手続き時 

提示する書類等 

ステップ3
タイ到着後 

を受けた後、ホテル 

から出ることができ 

ます。 

※ 10 日間の隔離措

置、及び２回の PCR

検査の陰性結果判明

後に隔離施設から出

ることができます。

カテゴリー３ 

サンドボックス 

制度利用 

（渡航日の 14日前 

までに新型コロナ 

ウィルスワクチン接

種を規定の回数終え

ている方 / 出発国の

制限なし） 

** サンドボックス対

象エリアにて 7 日間

滞在後、滞在期間中

に実施した 2 回分の

RT-PCR 検査による 

新型コロナウィルス

非感染証明書をお持

ちの場合は、他県へ

の移動が可能となり

ます。 

備考： 

サンドボックス制度

対象エリア（17県）

はこちらよりご確認

下さい。（click） 

●サンドボックス対象エリア

の SHA+ ホテル予約確認書

（7 泊） 

2021 年 11 月 1日より、プー

ケット、サムイ島に加えて 

バンコクも対象となります。 

（7 泊以下ご宿泊の場合は、

タイ出国航空券を提出して頂

く必要があります。） 

●渡航前 72 時間以内に発行

された RT-PCR 検査による新

型コロナウィルス非感染証明

書 

●新型コロナウィルス感染症

及び関連疾患の治療費を含む 

5 万 US ドル以上の治療補償 

がある医療保険証 

●RT-PCR 検査予約確認書

（タイ到着日及び滞在 6-7 日

目に 2 回実施） 

カテゴリー１と同様 ●あらかじめ予約

した SHA+ホテルに

て宿泊 
● 1回目の RT-PCR
検査結果が出るま

で SHA+ホテルにて

待機し、新型コロ

ナウィルス非感染

が確認された場合

のみ、ホテルの 
自室より外出が認

められます。（サ

ンドボックス対象

エリア内のみ移動

可能） 
●サンドボックス

対象エリアにて 

少なくても 7 日間

滞在が必要です。 

滞在期間中に実施

した 2 回分の RT-

PCR 検査による新型

コロナウィルス非

感染証明書をお持

ちの場合は、他県

への移動が可能と

なります。 

（注） 

** 宿泊施設（AQ / SHA+）予約確認書は、宿泊費等全額支払い済（Fully paid のスタンプ等）が明記さ

れたものをご提出頂く必要があります。 

隔離措置施設（AQ） 

** 各隔離措置施設（AQ）の情報についてはこちらよりご確認下さい。 

https://entrythailand.go.th



** 現在 AQ予約が可能な方法は以下の通りです 

https://www.agoda.com/quarantineth 

https://asq.locanation.com/ 

https://asq.ascendtravel.com/ 

SHA+ ホテル 

** SHA+ホテル情報についてはこちらよりご確認下さい。 

https://www.thailandsha.com/shalists 

** 各航空会社の新型コロナウィルス RT-PCR 検査要件が異なる場合がありますので、ご利用の航空

会社に直接ご確認下さい。 

** RT－PCR 検査を提供するクリニックの一部はこちらより確認できます。（Click 1）/ (Click 2)



パイロット・フェーズ

2021年10月1日～31日
フェーズ 1

2021年11月1日～30日
フェーズ 2

2021年12月1日～31日
フェーズ 3

2022年1月1日～

基準 ：
外国人観光客からの収入の割合が、
観光収入総額の 80％ 以上である
主要な県または観光地

基準 ：
外国人観光客からの収入の割合が、
観光収入総額の 15％ 以上である
主要な県または観光地

基準 ：
１）外国人観光客からの収入の割合
　　が、観光収入総額の 15％ 以上
　　である主要な県または観光地
２）文化的観光資源がある県または
　　観光地
３）周辺国と隣接する県または観光地

基準 ：
周辺国と隣接する県または観光地

対象 4 県
2021年7月～8月に発表されたエリア
１）プーケット
２）スラーターニー県（サムイ島、
　　パンガン島、タオ島）
３）パンガー県（カオラック、ヤオノイ
　　島、ヤオヤイ島）
４）クラビ県（ピピ島、ンガイ島、
　　ライレイビーチ、クロンムアン、
　　タブケーク）

対象 10 県
１）バンコク
２）クラビ（全エリア）
３）パンガー（全エリア）
４）プラチュアップキリカン（ホア
　　ヒン、ノンケー）
５）ペッチャブリー（チャアム）
６）チョンブリー（パタヤ、バーンラ
　　ムン、ナージョムティエン、バーン
　　サレー）
７）ラノーン（パヤーム島）
８）チェンマイ（ムアンチェンマイ、
　　メーリム、メーテーン、ドイタオ）
９）ルーイ（チェンカーン）
１０）ブリーラム（ムアンブリーラム）

対象 20 県
１）チェンライ
２）メーホンソーン
３）ランプーン
４）プレー
５）ノーンカーイ
６）スコータイ
７）ペッチャブーン
８）パトゥムターニー
９）アユタヤ
１０）サムットプラカーン
１１）トラート
１２）ラヨーン
１３）コーンケーン
１４）ナコーンラーチャシーマー
１５）ナコーンシータマラート
１６）トラン
１７）パッタルン
１８）スンクラー
１９）ヤラー
２０）ナラーティワート

対象 13 県
１）スリン
２）サケーオ
３）チャンタブリー
４）ターク
５）ナコーンパノム
６）ムックダーハーン
７）ブンカーン
８）ウドーンターニー
９）ウボンラーチャターニー
１０）ナーン
１１）カンチャナブリー
１２）ラーチャブリー
１３）サトゥーン

サンドボックス制度対象エリア（ブルーゾーン）
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