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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。

2015年から7年にわたり弊局北アジア局長を務めたマー

カス・タンが8月末に帰任し、新たにセリーン・タンが着

任しました。今後、日本と韓国においてシンガポールが

魅力的なディスティネーションとして注目されるよう、両

市場におけるマーケティング及びプロモーション活動の

戦略的な施策の立案と実行を指揮してまいります。

北アジア局長にセリーン・タンが着任

＝セリーン・タン略歴＝

　2000年STB入局。イベント・マーケティング、クルーズ・マーケット開発、レジャー・マーケティング＆イベント・マーケ

ティング、レジャー・プランニング、ビジネス・トラベル＆ミーティング・インセンティブ・コンベンション・エキシビション

（BTMICE）部門を歴任。

　STBニューヨーク支局の運営に従事。

　本局帰任後は人材・組織開発、ライフスタイル地区開発、芸術＆文化地区を担当。また、北アジア局長着任前は、

リテール＆ダイニング部門にて小売・飲食業界の主要な取り組みを展開し、魅力的なディスティネーションを目指す

べくシンガポールの観光産業の育成に貢献。新型コロナウイルス感染症の世界的流行時の厳しい状況下において

「シンガポール・フード・フェスティバル」をハイブリットでの国際イベントに発展させるなど、シンガポールの飲食関

連イベントや体験の育成に寄与しました。

南洋理工大学 経営学部卒業。インシアード 経営修士課程修了。

シンガポール川の河口に建って以来、9月15日で50歳

を迎えたマーライオン像ですが、これを記念して様々

な50周年キャンペーンが9月から10月にかけて実施中

です。

マーライオン50周年イベント

内容イベント名 期間

建物のファサードをライトアップ

週末ステイプラン

ザ・フラトン・ホテル　
・ライトアップ
・マーライオンの50周年  
    記念行事体験

9月（1か月間）

9月9日～10日

毎日午後6時からライトアップマーライオンのライトアップ 9月15日～10月2日

Visit Singapore Travel Guideアプリを使って、シンガ
ポール国内の公式マーライオン6体を探し、チェックイ
ンすると限定版のマーリー・リストレスト・マスコット
（在庫限り）がもらえる。

マーリー・ゴーラウンドｘ
マーライオン

9月30日まで

シンガポールの都市景観に広く浸透している彫刻が、
いかに芸術に、さらには今日のシンガポール社会の形
成に貢献してきたかについて、その意義をより深く知
ることができる展示会。

Nothing is Forever　
（ナショナル・ギャラリー・
シンガポール）

7月29日～2023年2月5日

プルデンシャル・シンガポールのPulse by Prudentialアプ
リを使い、シンガポール各地にあるマーライオン像の場
所を見つける。

チャレンジ・ユア・パルス 9月9日～22日

レッドマン・ベーキング・スタジオによるアイシングクッキ
ー教室で、マーリーのアイシングに挑戦。

マーリー・ロイヤル・アイ
シング・クッキー・クラス

時期未定

マリーナベイ・サンズ内の15軒以上の飲食店で、シンガ
ポール独立記念日からマーライオンの50周年にかけて
特別メニューや限定メニューなどを用意。

マリーナベイ・サンズ 8月1日～10月2日

地元ブランドのBoldr、doob Bean Bags、Edupod、
Fossa Chocolate、Lilo、Mer-Lion Games Studio、
Oeteo、Prima Taste、Scent by SIXでは、マーライオン
50またはマーリーをモチーフにした限定商品を販売。
シンガポールのデスティネーション・ブランド「Passion 
Made Possible」に命を吹き込むこれらの商品は、各ブ
ランドの販売チャネルを通じて販売される他、一部は
2022年9月1日から10月4日までデザイン・オーチャード
（Design Orchard）でも販売される予定です。商品は、
子供服や衣類、子供用家具、ゲーム、学習ツール、自分
でカスタマイズできるチョコレートなど、多岐にわたり
ます。 

ショッピング

夜間に公道で行われるエキサイティングなレース、「F1

シンガポール航空シンガポール・グランプリ」は、今年9

月30日から10月2日に開催されます。レース前後を含め

た1週間ほどは、GPSS（グランプリ・シーズン・シンガポ

ール）と呼び、F1にからめた様々なイベントが街中で行

われます。　

音楽イベント

レース期間中にはサーキットパーク内で大小様々なコンサートが開催されます。まるで音楽フェスだと称され

るシンガポールのF1では、今年も国内外から29組（8月末時点）のアーティストが集い、75公演が行われる予定

です。ブラック・アイド・ピース、グリーンディ、マシュメロなどがアーティストラインナップに名を連ねています。

GPSSメディアタイアップ

GPSSとシンガポールのナイトライフを紹介する「女子旅プレス」とのメディアタイアップを、8月29日から9月25

日まで展開中です。GPSSの紹介以外には、夜に楽しめる観光スポットや光のショー、グルメ情報、ライトアップ

やウォールアートまで、常夏のシンガポールでナイトライフを楽しむヒントが満載です。

https://travel.mdpr.jp/travel/detail/3274055

F1関連イベント情報

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

8月26日～9月25日

9月30日～10月2日

10月～11月

11月～12月

11月中旬～1月初旬

11月中旬～12月下旬

12月3日～4日

12月31日

ミッド・オータム・フェスティバル（ライトアップ）

F1シンガポール・グランプリ
https://www.formula1.com/en/racing/2022/Singapore/html

ディパバリ・ライトアップ

シンガポール・カクテル・フェスティバル

クリスマスライトアップ/オーチャードロード

クリスマス・ワンダーランド/ガーデンズ・バイ・ザ・ベイ

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

時期 イベント & フェスティバル

■MICEイベント

10月19日～21日

10月20日～23日

10月22日～24日

10月25日～28日

2023年4月12-14日

2023年5月9-12日

ITB Asia
https://www.itb-asia.com/

Gamescom Asia
https://gamescom.asia/

FIND Design Fair Asia
https://www.designfairasia.com/

FHA-HoReCa
https://fhaHoReCa.com

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

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

時期 イベント

シンガポール各地で展開中のウルトラマンとのコラボ

プロジェクトですが、今回の舞台は幻想的な夜の動物園

「ナイトサファリ」です。8月5日から10月31日まで、以下の

アクティビティを開催しています。

「ナイトサファリ × ウルトラマン」プロジェクト

期間中、各アクティビティ参加者には限定ステッカーが配布されます。

詳細はこちらから：

http://www.mandai.com/Ultraman

ワラビー・トレイルでは、今回のコラボのために特別に制作された巨大壁画を
ご覧いただけます。壁画タイトルは「Saving Gaia（地球を救え）」。野生動物
とウルトラマン、そしてマーライオンの化身である神獣マーライガーが、脅威
に一緒に立ち向かう姿を描いています。
トラム駅の近くにあるデジタル・トレイルではQRコードを使った野生動物の
保護などに関するクイズに挑戦したり、フォトスポットでウルトラマンとマーラ
イガーのパネルと共に記念撮影ができます。

「ウルトラマン・テーマのサファリアドベンチャーツアー」を開催。ウルトラ・モ
クテルを楽しんだ後、動物への餌付けやレオパード・トレイルの散策など、専用
ガイドと共にナイトサファリとウルトラマンを楽しむツアーです。

パーク内の「ウル・ウル・サファリ・レストラン」では、ウルトラマン・コラボ・
メニューをお楽しみいただけます。

園内のトレイルで楽しむ

ツアーで楽しむ

レストランで味わう

©TPC

2017年にオープンしたチャンギ国際空港のターミナル4

は、新型コロナウイルスの世界的蔓延を受けて閉鎖し

ておりましたが、9月13日より再オープンとなりました。

ターミナル4は、チャンギ空港で初めて出発手続を自動

化したターミナルで、航空会社のチェックイン、手荷物

預かり、出国審査、搭乗ゲートなどは基本的に顔認証

技術によって自動化されています。

ターミナル内のヘリテージゾーンでは、出国手続きを

終えた搭乗客がシンガポールの文化を楽しめるショッ

プハウスのデザインが施され、お土産などのショッピン

グを楽しんだり、幅10ｍのデジタルスクリーンでミュー

ジカル仕立ての動画を見ることもできます。

チャンギ国際空港ターミナル4が再オープン

シンガポール入国や滞在中の各種規制につきまして、

新たな改訂がありましたのでご案内いたします。

新型コロナウイルスに関する新たな規制緩和について

ワクチン未接種者の入国条件緩和

2022年8月29日より、ワクチン未接種の方につきましても、下記条件のもとでシンガポール入国が可能になりました。

［旧］入国承認の取得や、入国後の隔離が必要

↓

［新］シンガポール出発前2日以内にPCR検査または専門家による抗原検査（専門家の指導によるセルフ抗原検査

も可）を実施し、英語の陰性証明（氏名、検査日、生年月日、パスポート番号が書かれているもの）を提示すること。

また、新型コロナウイルス感染症に対応した、3万シンガポールドル以上の医療費を補償する海外旅行保険を購入す

ることも求められます。

なお、ワクチン接種済（最低2回）の方は、従来どおりワクチン接種証明（英文）のみご提示ください。

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。

入国に関する詳細はこちら

https://www.ica.gov.sg/enter-transit-depart/entering-singapore

マスク着用ルールの緩和

8月29日より、屋内でのマスク着用は任意となりました。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。

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

前号に引き続き、SGアライバルカードや入国に関する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。

①ワクチン接種済み（最低２回）の場合：ワクチン接種証明書（2回以上接種済
　の場合／英文、デジタルも可）
　ワクチン未接種の場合：シンガポール出発前2日以内に実施した陰性 
　証明（英文）の提示（ワクチン未接種の場合／上記参照）
②SGアライバルカードの提出

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アライバルカードの記入・提出は、PCの場合は下記リンクから
https://eservices.ica.gov.sg/sgarrivalcard/
スマートフォンアプリの場合は「MYICA」をインストールして下さい。

入国に際し必要な手続き

SGアライバルカードとは

海外旅行用の紙の証明書は、取得に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が
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

ウエ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「Japanese」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？

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。500人以上が集う
イベントや一部の飲食店では使用している場合があります。

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「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）」（下記「お役立ちリンク」参照）で一覧表をご覧いただけます。
＊日本の水際対策も9月に変更となります（８月末時点）。帰国前のPCR検査が
必要かどうかは、日本の厚生労働省のサイトにてご確認ください。
シンガポールでクリニックを探す場合は、ホテルの近くであれば、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。

帰国用のPCR検査の予約は
した方が良い？

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？


