
厚生労働省検疫所

①

政府等公的な機関で発行された接種証明書であること
※ 日本で発行された接種証明書は、以下のいずれかに該当するものが有効です。
・政府又は地方公共団体発行の「新型コロナウイルス感染症予防接種証明書」
・地方公共団体発行の「新型コロナウイルスワクチン予防接種済証」
・医療機関等発行の「新型コロナワクチン接種記録書」
・その他同等の証明書と認められるもの

②

以下の事項が日本語又は英語で記載されていること
氏名 生年月日 ワクチン名/メーカー名 ワクチン接種日 ワクチン接種回数

※ 生年月日の代わりに、パスポート番号等本人を特定するための事項が記載してあり、パス
ポート等と照合して本人の接種証明書であることが確認できれば有効とみなします。

※ 接種証明書が日本語又は英語以外で記載されている場合、接種証明書の翻訳（日本語又は英
語）が添付され、記載内容が判別できれば有効とみなします。

③

以下のワクチン（ワクチン名／主なメーカー）の
いずれかを3回接種していることが分かること

※ ジェコビデン（JCOVDEN）筋注／ヤンセン（Janssen）及びコンビディシア
（CONVIDECIA）／カンシノ・バイオロジクス（CanSino Biologics）の場合は、初回接種に
限り、１回の接種をもって２回分相当とみなします。

※ 1-3回目で異なる種類のワクチンを接種した場合も、有効と認めます。

有効なワクチン接種（3回）証明書の条件
有効なワクチン接種証明書を保持している場合は、出国前検査の陰性証明書は不要となります。

ワクチン接種証明書は、以下①～③の条件を満たすものに限り、有効です。

ワクチン名 主なメーカー

コミナティ（Comirnaty）筋注
コミナティ（Comirnaty）RTU筋注

ファイザー（Pfizer）
ビオンテック（BioNTech）
復星医薬（フォースン・ファーマ）

スパイクバックス（Spikevax）筋注 モデルナ（Moderna）

バキスゼブリア（Vaxzevria）筋注 アストラゼネカ（AstraZeneca）

コビシールド（Covishield） インド血清研究所

ジェコビデン（JCOVDEN）筋注 ヤンセン（Janssen）

コバクシン（COVAXIN） バーラト・バイオテック (Bharat Biotech)

ヌバキソビッド（Nuvaxovid）筋注 ノババックス（Novavax）

コボバックス（COVOVAX） インド血清研究所

Covilo
BBIBP-CorV
不活化新型コロナワクチン(ベロ細胞）

シノファーム・北京生物製品研究所

コロナバック (CoronaVac) 
新型コロナワクチン（ベロ細胞）不活化

シノバック

コンビディシア（CONVIDECIA） カンシノ・バイオロジクス
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①

The certificate must be issued by a government or public 

institution.
※ The vaccination certificate issued in Japan must be one of the following:

- “Vaccination Certificate of COVID-19” issued by the Japanese government or a local government
- “Certificate of Vaccination for COVID-19” issued by a local government
- “Record of Vaccination for COVID-19” issued by a medical institution
- Another certificate deemed equivalent to documents listed above

②

The following items must be shown in Japanese or English:

Name Date of birth Vaccine name / Manufacturer
Date of vaccination The number of doses administered

※ If date of birth is not included in the certificate, it may still be considered valid if it contains your passport 
number or other information that can be used to verify that the vaccination certificate is yours.

※ If the vaccination certificate is in a language other than Japanese or English, it may be considered valid if it is 
accompanied by a Japanese or English translation and the content can be confirmed.

③

The certificate must clearly show that you have received 

3 doses of any of the following vaccines:

※ For the JCOVDEN intramuscular injection/Janssen and CONVIDECIA/CanSino Biologics only in case of 

primary series, one dose is considered equivalent to two doses.

※ Doses will also be considered valid even if each dose are not the same vaccine.

Quarantine Station, Ministry of Health, Labour and Welfare, the Government of Japan

Requirements
for a valid vaccination certificate (3 doses)

October 11th, 2022

All entrants who obtain valid vaccination certificates will not be required to obtain 
certificate of testing for COVID-19.
Vaccination certificates are valid only if they meet the following requirements ①-③.

Vaccine name Major manufacturer

COMIRNATY intramuscular injection Pfizer

COMIRNATY RTU intramuscular BioNTech

Injection Fosun Pharma

Spikevax intramuscular injection Moderna

Vaxzevria intramuscular injection AstraZeneca

Covishield Serum Institute of India 

JCOVDEN intramuscular injection Janssen

COVAXIN Bharat Biotech

Nuvaxovid intramuscular injection Novavax

COVOVAX Serum Institute of India 

Covilo

BBIBP-CorV

Inactivated COVID-19 Vaccine (Vero Cell) 

Sinopharm/Beijing Institute of Biological Products

CoronaVac

COVID-19 Vaccine (Vero Cell), Inactivated 
Sinovac

CONVIDECIA CanSino Biologics


