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新型コロナウイルス関連、新しい電子入国カード、統計関連などの役に立つリンクをご紹介します。

シンガポール政府観光局　公式サイト　新型コロナウイルス関連情報（日本語、その都度更新）　

https://www.visitsingapore.com/ja_jp/travel-guide-tips/novel-coronavirus-pneumonia-advisory/

在シンガポール日本大使館ホームページ　新型コロナウイルスに関する情報

https://www.sg.emb-japan.go.jp/itpr_ja/covid19.html

セーフトラベル 入国対策最新情報（英語）

https://safetravel.ica.gov.sg

電子入国カード　SGアライバルカード（英語、日本語も同じページから）

https://eservices.ica.gov.sg/sgarrivalcard/

シンガポール保健省　新型コロナウイルス関連情報（英語）

https://www.moh.gov.sg/covid-19

シンガポール保健省　出発前PCR検査実施クリニックのリスト（英語）

https://www.moh.gov.sg/docs/librariesprovider5/default-document-library/pcr---healthcerts-clinics_010722.pdf

SGクリーン認証リスト（英語）

https://www.sgclean.gov.sg/join/for-owners/certified-premises/

シンガポール政府観光局のデータサイト「STAN（スタン）」（英語）

https://stan.stb.gov.sg

お役立ちリンク

2022 SINGAPORE TOURISM BOARD. ALL RIGHTS RESERVED. 情報はメールニュース配信時において正確なものであり有効です。

2009年に公開された映画『アバター』の世界を体感で

きるイベント、「アバター : ザ・エクスぺリエンス」が、ガー

デンズ・バイ・ザ・ベイのクラウド・フォレストで10月28日か

ら2023年3月31日まで開催されています。

神秘的なパンドラの世界に飛び込もう！
 「アバター ： ザ・エクスペリエンス」開催中

人工の山と滝からなる巨大なドーム状のクラウド・フォレストを舞台に、曲がりくねった通路を巡りながら神秘的な惑

星パンドラの世界を探検してみませんか。この斬新かつ没入型の回廊式イベントは、ディズニー・ロケーションベース

ド・エクスペリエンス、ジェームス・キャメロンとジョン・ランダウスのライトストーム・エンターテイメント、ライトネオン・

ホールディングスが、緊密に連携してプロデュースしたものです。

神秘的な生物や植物、先住民族ナヴィの魅惑的な文化など、5つのゾーンに沿ってパンドラの世界が再現されており、

原寸大のバンシィや初登場のヴァイパーウルフの子供が姿を現すインタラクティブな体験も！さらに、近日公開の「ア

バター ： ザ・ウェイ・オブ・ウォーター」の新クリーチャーも登場します。
https://avatartheexperience.com/

シンガポールを舞台とした小説『タングル』が11月18日

に小学館より刊行されました。2020年より「本の窓」

にて20回連載されてきましたが、今回は単行本として

の刊行です。

光量子コンピューターの研究開発をめぐって、日本とア

メリカとシンガポールの間で繰り広げられる様々な駆

け引き、そして舞台となるシンガポールやシンガポーリ

アンの描写をお楽しみください。
https://www.shogakukan.co.jp/books/09386660

真山仁さん最新作 『タングル』 刊行

2022年8月29日より、ワクチン接種状況にかかわらず、

シンガポール入国が可能になっております。入国時に

ご準備いただくものは、接種済み/未接種の方でそれ

ぞれ異なりますので、下記内容に沿って手続きをお願

いいたします。

最新の入国情報と現地情報

SGアライバルカードについて（前号より継続）

既報のとおり、シンガポール入国にあたっては「SGアライバルカード」のオンラインでの提出が必要です。これは全て

の入国者が対象で、シンガポール到着３日前から提出可能です。

また、SGアライバルカードはシンガポール政府のサイト（https://eservices.ica.gov.sg/sgarrivalcard/）です。偽サ

イトが数多くあり、有料のサイトもありますのでご注意ください。

滞在中のルールに関する更新情報

10月10日より、飲食店やバー、カラオケなどでの接種証明の確認はなくなりました。

マスク着用については、屋外・屋内ともに任意となっています。但し、医療機関・福祉施設・公共交通機関では従来

どおりマスク着用が必要です（前号より継続）。

国内の感染対策の最新情報はこちら

https://www.moh.gov.sg/news-highlights/details/emerging-safer-and-stronger-together

よくある質問

SGアライバルカードや入国手続きに関して多くの問い合わせを受けておりますので、その一部をご紹介します。

海外旅行用の紙の接種証明書は、取得に1～2週間程度の時間がかかる場合が
あるようですので、早めのご準備をお勧めいたします。
デジタル証明書は、時間はかかりませんが、マイナンバーカードが必要です。
デジタルの証明書の場合は、SGアライバルカードにQRコードをアップロードで
きます。もし、アップロードできない場合は、「I am holding a non-digital 
COVID-19 vaccination certificate」に✓を入れます。入国の際に証明書
をお見せください。

ワクチン接種証明書の準備
には時間がかかることを
考慮しましょう

2020年3月より、以前機内で書いていた出入国カードは廃止となり、シンガポー
ル到着3日前から記入・提出ができるオンライン式のSGアライバルカードに代
わりました。
SGアライバルカードは下記のいずれかを通じて記入・提出をお願いします。ウェ
ブ版は日本語にも対応しています。
 ・ウェブ版： https://eservices.ica.gov.sg/sgarrivalcard/
 ・スマートフォンアプリ： 「MYICA」をインストール

SGアライバルカードとは

ウェブ版のページの右上に「English」という表記がありますので、これをクリッ
クして「日本語」に切り替えてください。

SGアライバルカードの日本
語版はどうやって出す？

シンガポールでの滞在が30日以内であれば追加接種の必要はありません。30
日以上滞在する場合は、現地で追加の接種を勧められます。

2回目のワクチンを接種して
から270日以上たつが、入国
できるか？

滞在中の時間を効率的に使うためには、予約をお勧めします。PCR検査のでき
るクリニックは次のリンクから一覧表をご覧いただけます。
詳しくはこちら
シンガポールでクリニックを探す場合は、ご滞在のホテルのコンシェルジュに
聞いていただくのが良いでしょう。

ワクチン未接種の方の帰国
用のPCR検査の予約はした
方が良い？

SGアライバルカードの提出は無料です。
有料のサイトが数多くありますので、検索の際には必ずサイトURLの中に
「ica.gov.sg」があるかどうかをご確認ください。

SGアライバルカードの検索
には注意が必要

現在は必須ではないので、入国時に確認はありません。接触追跡アプリ「トレース
トゥゲザー」は必要？

シンガポールに入国をしない場合は、SGアライバルカードを提出する必要はあ
りません。

空港でトランジットする場
合はSGアライバルカードは
必要？

シンガポールに入国することになりますので、SGアライバルカードは必要です。空港に到着後、陸路でマレー
シアに行く場合、SGアライバ
ルカードは必要？

・ ワクチン接種済み（２回以上）の
 13歳以上の方
・ ワクチン未接種の12歳以下の方

ワクチン未接種（２回未満）の方

SGアライバルカード

日本帰国について

ご準備いただくもの 英文のワクチン接種証明（紙の証明書
でもデジタル証明でも可）

到着日を含め３日以内にオンライン上でご提出ください

厚生労働省（水際対策＞日本入国時の検疫措置）の情報はこちら
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00209.html

・出発２日以内に受けたPCR検査
（又は抗原検査）の陰性証明（英文）
・新型コロナウイルス感染症に対応
 する旅行保険への加入
（補償額３万シンガポールドル以上）

代理提出は可能です。SGアライバルカードは代理
で提出できる？

海外初の「ドラえもん展」をシンガポールで開催中

11月5日からシンガポール国立博物館にて「ドラえ

もん展」がスタートしました（～2023年2月5日）。

日本国内では過去に巡回展が行われてきましたが、

海外ではシンガポールが初の開催地となります。

シンガポールでの展示では、藤子・F・不二雄ミュージアム

が所蔵する貴重なスケッチ画を展示する「MANGA DO-

RAEMON原画展」や、日本のアーティスト達が表現する

様々なドラえもんのアートワークを鑑賞いただけます。ま

た、ポップアップカフェやドラえもんグッズの限定販売な

ども行われます。

詳しくはこちら

THE DORAEMON EXHIBITION SINGAPORE 2022 ©Fujiko-Pro
 Image credit:  National Museum of Singapore

内容イベント名 期間

オーチャードロードにてクリスマス・ライトアップが開催
されます。今年は久しぶりにフェスティブ・ビレッジも設
置。
https://christmas.orchardroad.org/

クリスマス・オン・ア・
グレート・ストリート
（クリスマス・ライトアップ）

11月12日～
2023年1月2日

セントーサ島のシロソビーチにて、シンガポールの名
クラブ主催のダンス・ミュージック・フェスティバルが
開催。
https://www.zoukout.com

ズーク・アウト 12月2日、3日

ガーデンズ・バイ・ザ・ベイ恒例のクリスマス。
https://christmaswonderland.sg/

クリスマス・ワンダーランド 12月2日～
2023年1月1日

マリーナ湾を囲む９か所（スター・アイランドの２か所を
含む）で開催されるカウントダウンイベント。
https://www.marinabaycountdown.gov.sg/

マリーナ・ベイ・カウント
ダウン

12月31日

マリーナ湾で繰り広げられる日本の伝統の花火と最先
端のテクノロジーの融合のエンターティメント。
https://starisland.sg/

スター・アイランド 12月31日

シンガポールは11月からクリスマスの雰囲気に変身し

華やかなシーズンを迎えています。恒例のクリスマス・

ライトアップをはじめとして、これから年末にかけて開

催予定のイベントをまとめてお知らせします。

クリスマスと年末のイベント

主なMICEイベントは以下の通りです。

2022年11月24日～12月4日

2022年12月7日～9日

2023年4月12日～14日

2023年5月9日～12日

第33回シンガポール国際映画祭 Singapore International Film Festival (Hybrid)
https://sgiff.com/

Asia Television Forum & Market (Hybrid)
https://www.asiatvforum.com/

SILMO Singapore  ASEAN Optical Fair
https://silmosingapore.com

Transport Logistic
https://transportlogistic.de/en/

時期 イベント

今後の主なお祭りとイベントのスケジュールは以下の通りです。

フェスティバルとイベント

10月16日～3月19日

11月12日～2023年1月2日

12月2～2023年1月1日

12月3日、4日

12月31日

12月31日

2023年1月6日～15日

1月22日、23日

1月～2月

2月3日、4日

シンガポール・ビエンナーレ/各所にて開催

クリスマス・ライトアップ/オーチャードロード
https://christmas.orchardroad.org/

クリスマス・ワンダーランド/ガーデンズ・バイ・ザ・ベイ
https://christmaswonderland.sg/

スタンダード・チャータード・シンガポール・マラソン
https://singaporemarathon.com

マリーナ・ベイ・カウントダウン
https://www.marinabaycountdown.gov.sg/

スター・アイランド
https://starisland.sg/

シンガポール・アート・ウィーク

チャイニーズ・ニューイヤー（※祝日）

チャイナタウン・ライトアップ

チンゲイ・パレード

時期 イベント & フェスティバル

ジュロン・バードパーク最後のイベント

51年間の歴史を誇るジュロン・バードパークは、来年1

月に閉園し、動物園やナイトサファリなどがあるマンダ

イ地区で来年半ばに「バード・パラダイス」としてオー

プン予定です。

移転を前に、ジュロン・バードパークとしての歩みを来

園者とともに振り返るイベント「Flight to Remember」

が来年1月3日の閉園まで開催されています。パークの

入口には閉園までのカウントダウンのフォト・スポッ

トを設置。また、ヘリテージ・トレイルでは、いくつかのQRコードのチェックポイントがあり、最低3か所のチェック

ポイントをクリアすると、毎日先着100名に記念品がプレゼントされます。そのほか、かつて園内で運行していたパノ

レールのレプリカのフォト・スポットも2か所設置されています。

https://www.mandai.com/en/jurong-bird-park/things-to-do/whats-on/a-flight-to-remember.html

なお、新しくオープン予定のバード・パラダイスは、東京ドーム3.6個分の面積に400種以上の鳥類3,500羽が暮らす場

所になる予定です。世界のさまざまなバイオーム（生物群系）を反映した８つの大きな鳥舎は、アフリカの熱帯雨林、

南米の湿地帯、東南アジアの水田、オーストラリアの乾燥ユーカリ林などから構成されており、それぞれの世界に入

り込んだ気分で鳥たちの生息環境を観察することができます。

ジュロン・バードパークと動物園の最新情報

シンガポール動物園での朝食プラン

マンダイにあるシンガポール動物園では、新しくなった「ブレックファスト・イン・ザ・ワイルド」が始まりました。地元料

理を含めたバラエティ豊かなブッフェスタイルの朝食をお楽しみいただくと共に、朝食会場にやってくる動物（オラン

ウータン、コアリクイ、コンゴウインコなど）を間近に見たり、記念写真を撮ったりできます。

バード・パラダイス　©Mandai Wildlife Group

https://www.moh.gov.sg/licensing-and-regulation/regulations-guidelines-and-circulars/details/list-of-covid-19-swab-providers
https://www.nhb.gov.sg/nationalmuseum/our-exhibitions/exhibition-list/the-doraemon-exhibition-singapore-2022

