
 
As of 30th September, 2021 

 

パプアニューギニア入国諸条件の更新 
 
 9 月 24 日、(一部 9 月 30 日)入国条件が更新されました。必要書類等は以下の通りです。 
 
9 月 24 日に入国にかかわる規制が以下の通り更新され、即日有効となりました（一部 9 月 30 日より）。 
＊PNG への入国に際し、指定されたワクチン接種を完了し、出発の 72 時間以内の PCR 検査(⿐咽頭検査)及
び PNG 到着時のコロナウイルス検査で陰性の場合、これまで課せられた入国後の隔離(7-21 日間)は不要となり
ました。但し、過去 14 日以内に、感染リスクの高いインド又はフィリピンに滞在している場合はこの限りではありません。 
また、PNG 国内移動をされる旅⾏者は、別途国内規制(No.3 Domestic Measures)をご参照ください。 
 
(No.2 International Travel Measures) 
 5. ⻑官の書面が無い限り、「観光ビザ」での入国は認められません。 
 6. 指定されたワクチン接種が完了していない旅⾏者は、a. 18 歳以下の者、b. PNG 市⺠又は永住者を除き

PNG ⾏き航空機のご利⽤及び入国はできません。 
 7. 下記の条件を満たさない者は、PNG ⾏き航空機のご利⽤及び入国はできません。 

a. 事前申請により、⻑官等の許可を得ていない者 (Schedule 4) 
 Controller’s Approval 取得に必要な申請書類等 

 Cover Letter (Request Letter to the Controller、最終ページサンプル参照） 
 Completed International-APTF (version 7.0) 
 Copy of Passport Bio Page 
 Copy of Work Permit (If applicable) 
 Visa (If applicable) 
 Home quarantine request (If applicable) 
 Proof of Fully Vaccinated (Certificate /Card) 

送付先︓⼀般 covid19-travel@police.gov.pg 
: ニューギニア航空利⽤者 nocapproval@airniugini.com.pg 

 
b. 国際線出発地でのチェックイン時、下記書類等を所持していない者 (Schedule 5) 

 Medical Certificate for Covid-19 RT-PCR 又は Abbot Panbio Antigen Rapid 
Diagnostic Test (鼻咽頭検査陰性証明) 
(出発時刻からの*72 時間以内に接種したもの - 5 歳以下は免除) 
(*シンガポール乗り継ぎの場合は 48 時間以内のものが必要になります) 

 Approved International-APTF (version 7.0) 
 e-Health Declaration Form barcode (https://www.pnghdf.info/) 

（到着 24 時間前から申請可能。上記サイトにアクセスの上、手続きしバーコードを取得） 
 Proof of Vaccination – Vaccination certificate (not applicable for Citizens or 



Permanent Residents) 
 Controller’s Approval（承認に７日〜21 日間を要します。早めにお手続きください） 
 Travel Documents (Passport with valid entry VISA) 
 International Air Ticket either return or beyond Port Moresby when required 
 ＊Proof of Quarantine in Port Moresby (ワクチン未接種、又は未完了の旅⾏者) 

 
 16. 以下の 17 番、18 番項目に該当しない到着者は隔離(検疫)の必要はありません。 
 17. 到着時のコロナ検査で陽性反応が出た場合、個人負担にて隔離が必要になります。また隔離内容は、感染

状態により検討され、⻑官の判断により決定されます。 
 18. PNG Citizens and Permanent Residents who are unvaccinated or partially vaccinated, 

or any persons who has been at any point in the past 14 days in a country of region 
designated by the Controller in a Direction as High Risk, regardless of vaccine status must: 
a. Quarantine under these Measures at designated places or at their residence in Port 

Moresby or Central Province, or at another located as directed by the Controller; 
b. Except children aged 5 years and under for unvaccinated persons, be tested on arrival, 

da 7, and day 12 of quarantine; 
c. Reside and remain in that place self-quarantined and segregated from other persons, 

for the period beginning on the day of arrival and ending at midnight on the fourteenth 
day after arrival into PNG; 

d. For the duration of a person’s quarantine be monitored through an approved tracking 
device, as listed in schedule 6, by approved organization as listed in schedule 7. 

e. the fee applicable for the purposes of paragraph 18(d) is set out in schedule 8.  
 22.カップル又は家族が同⼀便で旅⾏し、入国の際に陽性の場合は⼀緒に隔離されます。 
 
 
 マスク着⽤義務について (No.9 National Mandatory Mask Wearing) 
 5 & 6. 口、鼻、顎を覆うことができるマスク又はフェイスマスクを着⽤しないで、航空機への搭乗、ご利⽤はできませ

ん。（但し、緊急事態、操縦士、12 歳未満の子供及び第 10、11 項に該当する場合を除く） 
 
 
以上 
 


