
Category Questions Answer

What should I write in the "address of the quarantine location after

entering Japan" in the pledge?

入国後の隔離住所に何を書けばよいですか。

- Please leave it blank if you are required to self-quarantine at a hotel JTB will arrange. JTB

will inform you the hotel information by 3 days prior to your departure. Please revise and

re-upload the pledge with the hotel information as soon as you receive the info.

- Please write your address in Japan if you are required to quarantine at a government-

designated hotel or not required  to quarantine.

ホテル手配が必要な方には出発の3日前までにJTBから宿泊ホテルをご案内しますので、今は一旦隔離

住所の欄は空白で提出してください。入国までに記入したものを再度アップロードしてください。

待機期間なしや検疫指定施設で待機の方は自宅や寮など日本の住所を記入してください。

I don't have any mobile phone number available in Japan yet.What

should I write in the "Mobile phone number available in Japan *

日本で連絡可能な携帯電話番号はまだありません。"Mobile phone number

available in Japan *には何を書けば良いですか。

Please write the number, 075-365-7721.

075-365-7721を記入してください。

What  should I write in "Name of legal representative"

法定代理人にはどう書けばよいですか

It is only for under age of 18.

18歳未満の方のみ記入が必要ですので空欄で結構です。

Name of Hotel or Other Accommodation described on the certificate is

アーバンホテル京都四条プレミアム. Does this mean that I will stay here?

 滞在先施設が「アーバンホテル京都四条プレミアム」が記載されています。待機施

設は決定でしょうか。

アーバンホテル京都四条プレミアム is a tentative hotel,a default setting. Therefore, the details

will be noticed to you by 3-day prior to your departure date.Please wait until then.

こちらはデフォルトで仮に入っているホテル名となります。最終詳細は、出発前3日前までにお送りする詳

細でご確認ください。

I haven't received the ERFS certificate yet. Are there any problems on

Amarys? Please let me know when I will receive that.

受付書がまだ届きません。何か問題がありますか？いつもらえるか教えてください。

It will take about 5-7days to be issued. We will assist you in the order in which you were

received.Please wait until then.

Also,for all applicants who have completed STEP1 on Amarys by the 15th March, we will

upload your ERFS certificate on Amarys by the 18th.Please log in and download it after

that.

発行までに1週間程度お時間を頂いております。準備ができ次第、順に対応しております。

また、3/15日までにアマリスを登録、完了いただきました方は、18日までにアマリスにアップロードを致しま

すので、それまでお待ち頂き、ご自身のアマリスをご確認ください。

How can I book a hotel for quarantine through AMARYS?

どうやって、隔離滞在先の予約をすればよいですか？

JTB will arrange for those who are required to self-quarantine. JTB will inform you the

hotel information by 3 days prior to your departure. Please enter your request at "hotel

arrangement" section on STEP2.

検疫指定施設での待機ではない方はJTBで手配します。宿泊ホテル情報は出発の3日前までにメール

でご連絡します。STEP2のホテル手配希望欄で希望を入力してください。

I cannot log in AMARYS with my e-mail address and ID which is provided

by the university. How can I do to figure this out ?

AMARYSにログインできません。どうしたら良いですか？

All the information that was registered before 18:00, March 2, 2022 because the Japanese

government changed the COVID-19 border measures. Please register again as a new

registerer.

2022年3月2日18時以前に登録された情報は、日本政府の入国に関するルールが変更になったため全

て削除しています。再度初めから登録しなおしてください。

I want to reset my password.How can I do

PWをリセットしたいです。どうしたら良いですか。

You can request new password from the link below "Log-in" section on the front page of

AMARYS.

トップページのログイン欄の下にパスワード再発行のリンクがあります。

Please clarify what to do on Amarys.

アマリス入力の手順を教えてください。

At first, please make sure to read  "Overview" on the top page of Amarys.

Until you've received the ERFS certificate : Please register your "Registration

Information" and STEP1 Documents for Certificate of ERFS.

By 10 days prior to your departure date: Please make sure to register your flight info on

STEP2 Travel Info / Preparation prior to entry.

Please make sure to apply for your visa beforehand. Visa or other documents on  STEP2

should be ok to be uploaded as soon as you've received.

By 3 days prior to your departure date : The details will be e-mailed to those who need

hotels or limousin service.

まずは、アマリスのTOP画面の手続きの概要をよくご確認ください。

受付済書を発行するまでに：アマリス登録（Registration Information）と、STEP1 Documents

for Certificate of ERFS　を入力してください。登録完了すると、5-7日程度で発行済書がアマリスに

アップロードされます。

出発の10日前までに：STEP2 Travel Info / Preparation prior to entryの フライト情報を入力してく

ださい。それまでに必ずビザの申請をお願いします。

ビザ等の他アップロードは、手に入り次第で良いので、アップロードをお願いします。

出発3日前までに：ホテルまたはホテル＋送迎を入力されている方は、詳細が届きます。

I have to upload  my visa on Amarys but my visa would be issued 3 days

before my departure date. Will you make it in time to arrange all?

VISAをアップロードしなければいけませんが、ビザが取れるのが、フライトの3日前で

す。3日前にアップロードしても間に合いますか？

We can only arrange a hotel or limousin service with your visa uploaded.Therefore, please

make sure to upload everything required on Amarys by 10 days prior to your departure

date.

申し訳ありませんが、出発10日前までに全て必要なものをアップロードしていただく必要がありますので、

遅くとも10日前までにはアマリスへアップロードをお願いします。

また、ビサのアップロードなしには手配ができませんので、必ずアップロードをお願いします。
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It's less than 14 days to my departure date. Therefore, I can't put my

health conditions for all 14 days. Do I have to change my flight date?

出発までに14日前を切っているので、14日分すべて体温が入れれません。

それとも出発を延ばすべきですか。

The health monitoring for 14 days is recommended. If it's less that 14 days to your

departure date, please put it as much as you can. Please bear in mind that you are

required to put it for 10 days at least as STEP2 is required to complete by 10 days prior to

your departure date.

14日間入れてほしいのですが、もし14日を切っている場合、全ての日数を入れなくても大丈夫です。

ただし、10日前までにSTEP2 Travel Infoを入れてもらう必要があるので、少なくとも10日前からは、健

康状態を入力ください。

 I will have the 3rd shot after the 2nd vaccination. In this case, should I fill

the expected date of receiving the 3rd vaccine?

3回目の接種予定です。3回目の接種日欄に予定日を記載しても良いですか？

You should revise the information after vaccinated.

接種後にログインして情報変更をしてください。

 I am wondered if it is ok to stay in the share house during the

quarantine period. I have taken the 3rd vaccination.

3回目の接種をしていたら、シェアハウス（個人ルーム）の滞在はOKですか？

You can stay at a share house after the qurantine period. If you are from a non-

designated country and have a certificate of third vaccination, you can stay at a share

house because you are not required self-qurantine.

待機期間終了後はシェアハウス利用は可能です。非指定国からの入国で3回目接種済みの方は待機

期間はありませんのでシェアハウス利用可能です。

待機期間について知りたいです。

I would like to know how many days I should be isolated.

It varies depending on where you are from and how many times you've got the Covid-19

vaccines Japan government admits . The current situation might change but please check

what conditions would be applicable to you.

居住国が非指定国か、指定国か、または、日本政府が指定するワクチンの接種回数によって、隔離期

間が違います。また、状況が変わる場合もありますので、ご自身がどの条件になるかご確認ください。

I come from a  non-designated coutry and I've got the 3rd valid vaccine.

Therefore, I don't need to be isolated, right?

非指定国で日本政府が指定するワクチンを3回打っていますので、入国後、隔離さ

れる必要はありませんか？

Yes, you don't need to be isolated.

はい、必要ありません。

Where is a hotel arranged by Japan Quarantine Station?

政府隔離場所はどこですか。

We are not sure where it would be. You will find it out when you arrive in Japan.

それは入国日当日にしかわかりません。

Can I arrange a hotel for quarantine by myself?

自分で隔離先を手配しても良いですか？

For this new entry into Japan, only cases in which arrangements have been made by the

JTB Corporation, which has been contracted by the university, will be eligible to apply for

a “Certificate for Completion of Registration to the ERFS System”, as the university is able

to manage the activity of the student after entering Japan. The use of hotels, homes, etc.

arranged on one’s own is not permitted.

今回の新規入国については、大学と契約がある株式会社JTBで手配した場合のみ、大学として入国

後の行動管理が可能なものとして、「受付済証」申請の対象とします。個人手配によるホテル、自宅等

の利用は認められていません。

I have a apartment in Japan. Can I stay there for quarantine?

日本にアパートがあります。隔離先を自宅にできますか？

For this new entry into Japan, only cases in which arrangements have been made by the

JTB Corporation, which has been contracted by the university, will be eligible to apply for

a “Certificate for Completion of Registration to the ERFS System”, as the university is able

to manage the activity of the student after entering Japan. The use of hotels, homes, etc.

arranged on one’s own is not permitted.

今回の新規入国については、大学と契約がある株式会社JTBで手配した場合のみ、大学として入国

後の行動管理が可能なものとして、「受付済証」申請の対象とします。個人手配によるホテル、自宅等

の利用は認められていません。

When can I find out where I will be isolated?

JTBで手配する隔離先はいつお知らせしてもらえますか？

We will send you the details by 3 days prior t your departure date.

詳細に関しては出発の3日前までにお送りします。

How long will it take to find out the result of PCR test?

PCR検査は何時に終わりますか？

It depends on the day.We are afraid that we can not estimate that at this stage.Please

follow the instruaction announced by a staff on the day.

それは、その時の状況によって変わりますので、今現時点でお答えはできません。当日係員の指示にし

たがってください。

The negative result of PCR test on DAY3 should be issued?

入国3日目のPCRテストの結果で、陰性証明は発行する必要がありますか？

You don't need to get the certificate. Please put  your result  on MY SOS app.

証明書を取得する必要はありません。MYSOSアプリに結果登録してください。

What is the valid vaccine Japan government admits?

日本政府が認めるワクチンとは何ですか？

【Valid vaccine for certification】

-1st and 2nd dose: Pfizer/ Moderna/ AstraZeneca/ Janssen

-3rd dose: Pfizer/ Moderna

I've got the Covid-19 vaccines manufactured by AstraZeneca for 3 times.

Is the 3rd vaccine not counted as the valid vaccination?

3回ともアストラゼネカを打ちました。3回目接種と認められませんか？

Yes, it is not counted as the 3rd shot as the valid one.

はい、3回目接種とは認められません。
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My quarantine hotel arrange by JTB is in Kyoto.But My campus at

Ritsumeikan University is located in Osaka. Can JTB change the hotel?

隔離先ホテルが、京都でした。私のキャンパスは大阪なので隔離先も大阪に変更し

てください。

We appreciate your understanding that we basically arrange hotels for quarantine in

Kyoto, not in Osaka.

今回の入国にあたり、手配の都合や取り決めの関係上、キャンパスが大阪であっても、宿泊地は京都

で手配を指定させていただいておりますので、ご理解のほどよろしくお願い致します。

May I go to a convenience store to get something I need?

隔離中、コンビニに行っても良いですか？

Going out to get some foods in the nearest convenience store is permitted as an essential

part. Please refrain from any nonessential and non-urgent outings and bear in mind that

you are in the quarantine preriod.

不要不急の外出は避けてください。ただし、食事の買い出しは不要不急ではありませんが、一番近いコ

ンビニだけの往復にとどめてください。あくまでも隔離中ということご理解ください。

Is the limousin service available for the midnight or early morning?

送迎を希望した場合は、到着が深夜・早朝着でも迎えに来てもらえますか。

Yes, no problem.

はい、問題ありません。

My country of  residence  is changed to non-designated coutry from a

designated country after my registration on Amarys. Can I change the

status of Category of quarantine after entering Japan on Amarys?

指定国から非指定国に変更になりました。アマリスの隔離期間を変更しても良いで

すか。

Yes, you can.We will arrange a hotel according to your status put by 10 days prior to your

departure date.

はい、問題ありません。ただし、10日前までに入れていただける助かります。

I would like to know how much a hotel for quarantine would cost.

ホテル費用について教えていただきたいです。

In order to support students with the fees incurred due to the border control measures

when traveling to Japan, Ritsumeikan University intends to continue the implementation

of an accommodation fee support system similar to the 2021 Ritsumeikan University

Japan Entry Support System (2021年度渡日支援制度). Details will be released at the end

of March.

今回の水際対策に係る費用に対する立命館大学からの渡日支援については、2021年度渡日支援制

度と同等の宿泊費の支援を継続実施することを予定しています。詳細については、3月下旬頃に募集

要項を皆さんにお知らせします。

How much PCR test and limousin service would cost.

PCR検査代や、ハイヤー代はいくらかかりますか？

JTB arrangement

PCR test : 20,000Yen-30,000Yen

Limousin Service: 40,000Yen

The above prices are tentative as of today.<3/18>

Please see the invoice issued afterwords.

JTBに依頼された場合、

PCRテスト：2万～3万程度になる予定

ハイヤー：4万円程度になる予定

です。あくまでも予定のため、最終金額については、後日請求されます金額でご確認ください。

Where should I do the payment?

支払いはどこでしますか？

The payment notice will be e-mailed to you  in case that  you are charged.

Please do the payment procedure on Amarys.

支払金額が発生する場合は、メールにてお支払いの案内が届きますので、アマリスにてお支払いくださ

い。

Tell me how to do the payment.

支払いの流れを教えてください。

The payment notice will be e-mailed to you in case that  you are charged.

Please do the payment procedure within 5 days on Amarys.

支払金額が発生する場合は、メールにてお支払いの案内が届きますので、5日以内にアマリスにてお支

払いください。

クレジットカードをもっていません。アマリスでデビットカードは使えますか？

I don't have my credit card. Is my Debit card available for Amarys?

It depends on the conditions you contracted with your credit<bank> company if  your

debit card is available or not.Please contact them.

Or, you will find that your devid card is available when your payment is succeeded on

Amarys.

 

デビットカードが利用可かどうかはお持ちのカードの条件によります。ご契約のカード会社にお問い合わせ

をいただき、条件をご確認ください。もしくは、実際にアマリスの支払い時に試していただき、利用できる

カードであるかを判別ください。

I've received the ERFS certificate.However, I haven't received the

declaration.Please issue that for me.

受付済書は受け取りましたが、申立書が届きません。発行してください。

Declaration is issued by Ritsumeikan University. They will send it to you as soon as it is

issued.Please wait until then.

Further more questions about declaration , please contact Ritsumeikan University directly.

申立書は大学側が発行をしております。発行ができましたら、大学側がお送りをします。

それまではお待ちください。

発行に関しての詳細は、大学側にお問い合わせをください。
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I changed my status of declaration from "I don't need a Declaration" to "I

request to be issued a Declaration". Please issue that for me.

アマリスの登録を（発行を希望しない）の選択肢から（発行を希望する）に変え

ました。発行してもらえますか。

Declaration is issued by Ritsumeikan University. They will send it to you as soon as it is

issued.Please wait until then.

Further more questions about declaration , please contact Ritsumeikan University directly.

申立書は大学側が発行をしております。発行ができましたら、大学側がお送りをします。

それまではお待ちください。

発行に関しての詳細は、大学側にお問い合わせをください。

Should I be insured?  Is it a must ?

保険加入は必須ですか？

Yes, the university requires  students to have private medical insurance before entering

Japan. Without the insurance, you may have to pay a large amount of medical expenses if

you get sick during quarantine period.

Students who are already enrolled in Japanese National Health Insurance, or covered by

private medical insurance, which includes traveler’s insurance with a credit card, do not

need to get other insurance.

はい、新型コロナウイルス感染症に限らず、待機期間中に体調不良になった場合、

無保険では高額な治療費を自己負担することになるリスクがあるため、大学としては、

日本入国前に加入手続きをすることを必須事項として求めます。

すでに民間医療保険（クレジットカード付帯の医療費を補償する旅行保険等を含む）に加入済みの

場合や、日本の国民健康保険に加入済の場合は、あらためて加入の必要はありません。

 I have read  the regulation of having private medical insurance by the

time I enter Japan. Is travel medical insurance issued by my home

country's agencies valid?

日本入国までに民間保険加入が必要だと書いてありました。自分の国での保険会

社で加入した保険でも大丈夫ですか？

In the “New measures for border enforcement (27)” by Japanese Government, it is no

longer required to have private medical insurance at the time of entry. This includes

National Health Insurance and travel insurance that guarantees medical expenses for the

duration of your stay in Japan.

However, the university requires  students to have private medical insurance before

entering Japan. Without the insurance, you may have to pay a large amount of medical

expenses if you get sick during quarantine period.

Students who are already enrolled in Japanese National Health Insurance, or covered by

private medical insurance, which includes traveler’s insurance with a credit card, do not

need to get other insurance.

今回の日本政府による「水際対策強化に係る新たな措置（２７）」では、

入国時に、民間医療保険（滞在期間中の医療費を補償する旅行保険を含む）又は

日本の国民健康保険に加入していることは条件ではなくなりました。

しかしながら、新型コロナウイルス感染症に限らず、待機期間中に体調不良になった場合、

無保険では高額な治療費を自己負担することになるリスクがあるため、大学としては、

日本入国前に加入手続きをすることを必須事項として求めます。

すでに民間医療保険（クレジットカード付帯の医療費を補償する旅行保険等を含む）に加入済みの

場合や、日本の国民健康保険に加入済の場合は、あらためて加入の必要はありません。
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