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０．最初に…

この資料ですが2021年に「一般社団法人日本自動車工業会北京代表処」の佐々木
さんが作った資料を、私が2022年4～5月時点の情報を基に更新いたしました。

私も、実際一時帰国を計画してから北京に戻るまで、確認すること、手配、対応
することなどが、とても複雑で佐々木さんの作成した資料に大変助けられました。

このような資料があれば、今後帰任される方や、一時帰国する方、新規赴任され
る方のお役に立てるのではないかと思い、私もこの資料を更新することにした次
第です。現在も規制は日々変化しており、資料も日々更新が必要になります。

この資料をご活用いただいた方で、資料の更新で出来る方は、是非資料を更新し
ていただき、今後お困りになる方に、ご共有いただけると幸いです。また、本資
料では、説明しきれない部分もありますので、ご不明な点は、お気軽に私までお
申し付けください。

STARTS（スターツ）
世達志不動産投資顧問（上海）有限公司
北京分公司／山本篤史
✉：yamamoto@startsbj.com
☎：16601511382

mailto:yamamoto@startsbj.com
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１．全体行程

北京出発～北京帰着まで、4月18日～5月22日の37日間
うち、日本への帰国期間（移動日含む）は、4月20日～5月3日の14日間
うち、中国での隔離期間（移動日含む）は、5月4日～5月24日の21日間

１. 国内移動 ※１ 4月18日：北京→広州（SA併設のホテルに宿泊）

２. 中国出国前準備
4月19日：PCR検査

4月19日：PCR検査結果受取（18時頃）

３. 広州空港出国手続き 4月20日：広州→成田

４. 成田空港入国手続き 4月20日：成田空港到着21：30（ANA便）

５. 日本での隔離について

4月21日～4月23日（到着翌日から3日間）

4月23日：PCR検査（朝）→結果受取（夕方）
（結果をAPPで提出し１時間程度で隔離解除）

６. 日本出国前準備

4月27日：渡航前予備検査（渡航7日前）※当日夕方結果受取

5月1日：交差PCR検査→結果受取（渡航3日前）※当日夕方結果受取

5月2日：交差PCR検査→結果受取（渡航2日前）※当日夕方結果受取

７. 成田空港出国手続き
5月4日：成田→青島

８. 青島空港入国手続

９. 中国での隔離について
5月4日：隔離開始

5月19日：隔離終了(5/4隔離政策変更発表：5/19に隔離規制変更）※２

１０. 健康コードトラブルでホテル待機 5月24日：青島→北京（飛行機／高鉄での移動）

１１. 隔離終了後の移動について 5月24日：青島→北京（飛行機で移動）

※2 5/4に新しい隔離政策の発表があり、北京に移動する場合の隔離期間が「21日間」から「14日間」に変更となった。
実際は5/19から、実際の対応が「14日間隔離」で移動可能となった。

※1 5/22時点では、北京から日本への直行便がない為、中国国内で移動し、別の都市から日本に帰国が必要。



２．中国出国前準備

手配するもの 注意点

航空機チケット

□座席は指定し、座席を記録しておいた方が良い（のちの申請で座席の記入などが必要）

□2022年3月時点ではフライトが混雑しており、約２か月後のチケットしか取れない状況の為
渡航計画は早めに決めて、フライトの確保を最優先に行った方が良い。

□北京から他の都市に移動する国内移動手段（飛行機・高鉄）も不安定な状況の為、国内移動も
問題なくできるか、事前に確認が必要。場合によっては前泊なども検討必要。

核酸検査

□搭乗便72時間以内の検査結果証明が必要。

□検査結果資料には、検査日時まで記載される（国際便でのチェックイン時にも再確認
される）ため、上記条件を満たすよう検査予約をする。

□当方はユナイテッドファミリーにて予約。予約の際「日本への一時帰国」である旨を
伝えること。フォーマットは持参が必要か別途要確認。

□渡航前日AM9時に検査し、渡航前日のPM18時に結果証明を受け取った。
結果証明を受け取る際、①検査日時、②検査結果項目、③氏名等の情報（パスポート
と一致している必要）を丁寧に確認しておく。誤りがあると渡航できない。
（当方の場合、氏名のアルファベットが間違っており修正してもらった）

事前申請

□ファストトラック関係書類準備とMySOSの登録
（質問票・誓約書・PCR検査証明書）

□電子健康申告「Customs Pocket Declaration」(Wechatミニプログラム)の登録

航空機チケットやPCR検査など時間や期日を気にしなければならない事項が多い。
余裕をもって、計画的に対応することをお勧めする。



２．中国出国前準備（ファストトラックについて）

ファストトラックの登録を事前にしておくことで、日本到着時に空港での手続き
を30分前後短縮（簡素化）することが可能。

□ファストトラックについての案内（厚生労働省HP）

→入国に際して必要になる手続きについて

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00209.html

→ファストトラックの手続きについて
https://www.hco.mhlw.go.jp/fasttrack/

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00209.html
https://www.hco.mhlw.go.jp/fasttrack/


（参考）核酸検査証明書のフォーマット説明
出典：ANA

■検査証明書のフォーマットは下記URLでダウンロード可能（日本語・英語でOK）／厚生労働省HP
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00248.html

■日本帰国・入国時の出国前検査の検体について／外務省・海外安全HP
https://www.anzen.mofa.go.jp/info/pcwideareaspecificinfo_2022C021.html

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00248.html
https://www.anzen.mofa.go.jp/info/pcwideareaspecificinfo_2022C021.html


３．広州空港出国手続き

空港 手続き 注意点

广州白云
国际机场

□《事前対応可能》電子健康申告の登録
微信でバーコードを読み取り、必要事項を
入力する。入力後、申告IDのバーコードが
発行されるので、スクリーンショットで
保存しておく。（※次のページ以降参照）

□チェックインカウンターでは、パスポート、
核酸検査証明書・申告IDバーコードが
求められる。

□⑴セキュリティーチェック
⑵健康コードチェック
※パスポートと健康申告バーコードが必要
⑶出国手続き、の順番で手続きをする。

《実際のスケジュール／動き》
14：00／空港到着
14：45／チェックイン完了
15：30／搭乗ゲート到着
16：00／搭乗
16：30／フライト

□《電子健康申告について①》
チェックインまで座席がわからない場合は
健康状況申告の際、仮で座席番号を
入力しておき、チケット発券後に修正する。

□《電子健康申告について②》
直近14日間の行動記録（どこに居たか）
を正確に入力する必要があり、出張先など
の住所を用意しておく必要がある。

□《電子健康申告について③》
緊急連絡先を求められるため、同僚や友人

（中国人が望ましい）を記載する。

・広州の空港ではそれほど混雑はないが、手続きは多い為、
最低でも2時間前には 空港に到着することをお勧めする。



（参考）電子健康申告入力／Wechat APPから登録

出典：ANA広州※英語版の方では、日本語も選択可能



（参考）申告健康申告入力の記入項目説明

出典：ANA広州

※滞在場所の記入では、中国語簡体字での記入が必要。
※事前14日間のすべての場所（14日以内の出張先も含む）の記載が必要なため、
予めWechat等で記入メモを作っておくと便利。

※飛行機の座席の入力も必要。事前に指定していない場合は、事前に座席以外を
登録しておき、チェックイン後に登録内容を修正することも可能。
※１、座席番号が分からない場合には「１A」といった感じで仮入力をし、後に変更可能。

※１



４－１．成田空港入国手続き（機内～受付）

・混雑度合いにもよるが、着陸から到着ロビーまで、1.5～3時間を要する。
（広州便は夜到着なので、混雑しておらず2時間もかからなかった）

・ファストトラックががあると時間削減が可能なので、事前準備をした方が良い。

①機内待機

前方座席より数列ずつ
外へ案内される。

10～20分
（21：20-21：30）

③受付

必要書類もしくはファ
ストトラックコードを
提示。

5分前後
（～21：40）

質問票

到着前でも記入可能。URLもしくは
QRコードでアクセスし、必要情報
を記入。
その後に発行されるQRコードを画
面保存しておく。

https://arqs-qa.followup.mhlw.go.jp

健康カード

搭乗中or到着時に渡される。すべて
「いいえ」に丸。
その後の手続で、このカードに色々
記載されていく。

「12条に基づく質問票」も渡される

誓約書

事前にダウンロード可能なほか、機
内でも配布される。
待機場所（隔離場所）について細か
な記載が必要。

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisa
kunitsuite/bunya/0000121431_00

249.html

②通路待機

通路で、順番に着席して待機。この間に、
必要書類の有無の確認をされる。
※ファストトラックの方は省略可

15～20分
（ファストトラックの為、省略）

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00


４－２．成田空港入国手続き（検査～アプリ）

・下記の⑤についてもファストトラックがあると対応の省略が可能。

④PCR検査

パスポート・健康カー
ドを提示し、唾液によ
るPCR検査。容器を渡
され、規定線まで唾液
を溜める。

5～10分
（21：40～21：45）

⑤アプリインストール

３つのアプリのインストールを求められる。
①Google Maps
②MySOS
③接触確認アプリ（COCOA）

※ファストトラックの方は省略可

5～10分
（ファストトラックの為、省略）

⑥アプリ確認
滞在先・連絡先確認

アプリを起動し、
各種設定が行われる。
滞在先と連絡先の確認
も行われる。

5分
（21：45～21：50）

⑤-①Google Maps

中国で事前にインストール可能。
位置情報の記録。
※iPhoneの方はDL不要

⑤-②MySOS

日本国内でなければ（基本的には）
インストールできない。
このアプリで隔離中に連絡が来る。

⑤-③接触確認アプリ（COCOA）

日本国内でなければ（基本的には）
インストールできない。
感染者と接触した際などの通知。



４－３．成田空港入国手続き（証明書～入国）

・検査結果待ちが意外と時間がかかる。到着時間が遅いので軽食の携帯がお薦め。
・遅い時間に開放されるので、最終電車に間に合うか要確認

⑦PCR検査結果待ち

健康カードを提示し、
指定された椅子で待つ。
パスポートに貼られた
番号でアナウンスされ
る。

30～45分
（22：00～22：40）

⑧陰性証明取得

アナウンスされたら陰性証明を
取得する。
この証明書は、入国手続時、更
には隔離ホテルへチェックイン
する際に必要となる。

5分
（22：40～22：45）

⑨入国手続・税関

陰性証明を提示し、後
は通常の入国審査。預
入荷物はベルトコンベ
アから降ろされ、並べ
られている。

10分～15分
（22：45～23：00）

※この番号で呼ばれる

手続
完了

■ゲートを出た後は、特別な管理などはなく、
各自で移動することになる。

■2022年4月時点では
到着から24時間以内は公共交通機関での移動は可

（広州便の場合、空港を出れるのが23時過ぎなので
公共交通機関を利用できない可能性あり。当方は終電が
終わってしまっていることを想定し、ハイヤーを事前手配）

■到着時間が遅い場合、空港の宅急便サービスも
利用できないケースもあるので注意。

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00209.html
（↑厚生労働量HPによる説明）

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00209.html


５－１．日本国内隔離

□原則隔離期間は、「到着日翌日から7日間」（＝到着日を含める8日間）

□待機期間短縮の手続きをすることで、隔離期間を短縮することが可能。
⑴指定の検査機関（左下QRコード参照）でPCR検査を受ける
→検査機関までは公共交通機関の利用は不可
→到着翌日から３日目以降にPCR検査を受検可能

⑵PCR検査の陰性証明書を受け取り、WEB上で届け出をする（右下QRコード参照）

⑶MySOSに隔離解除の通知が届く（日中であれば届け出から1時間以内に通知）

出典：厚生労働省／検疫所



５－２．日本国内隔離（毎日の報告）

■隔離期間中、MySOSにて、
①1日1回の健康状態報告が必要（時間指定なし／自己申告）
②1日1回のテレビ電話報告が必要（9:00～18:00くらいの間にランダムに連絡が入る）

①健康状態報告

1日1回、アプリの「健康状
態報告」をクリックし、発
熱・風邪症状の報告を行う。

③テレビ電話報告

1日1回、テレビ電話がかかってくるので、自身
と背景を映して、30秒待機する。

②居場所報告

1日2回、通知が来るので、
アプリの「現在地報告」を
クリックする。

■原則７日間対応が必要、短縮手続きをすると、対応期間を短縮することが可能。
（当方の場合、到着から4日目にPCR検査受検、５日目に結果受取り→申請→隔離解除となった。）



６．日本出国前手続き

手配するもの 注意点

航空機チケット
□座席指定できる場合は座席を記録しておいた方が良い。
あとの申請で二度手間が防げる。

PCR予備検査
PCR交差検査

□指定検査期間一覧（P020220318492012873129.pdf (china-embassy.gov.cn)
□検査は事前予約が必要。土日祝日が定休日の期間もあるので注意。
□検査結果は当日出る機関、翌日になる機関があるので要確認。
□検査結果は紙の書類で受け取る機関と、データの書類をメールで受け取れる機関が
あるので、事前に問い合わせの上、確認することをお勧めする。

□検査は１回当たり20,000円～25,000円程度。

健康コード取得

□PCR予備検査とPCR交差検査２回の結果取得後、健康コードの申請を行う。
右のQRコード、もしくは専用サイト（https://hrhk.cs.mfa.gov.cn/H5/）
より、健康コードを申請する。

□申請は渡航２日前午後、もしくは渡航前日午前には行い、申請結果の確認を行う。
申請不備などがあると、再申請が必要にあるのでグリーンコードが発行されるまでは
進捗状況を注意深く確認することが必要。

□PCR検査は予備検査、交差検査２回の合計３回が必要。
□健康コード申請は極力渡航２日前の夕方に申請することをお勧めする。
→申請受付期限が出発前日の20：00までなので要注意。

http://jp.china-embassy.gov.cn/jpn/lszc/202202/P020220318492012873129.pdf
https://hrhk.cs.mfa.gov.cn/H5/


７．中国入国用のPCR検査

□中国入国の為には、合計３回のPCR検査の受検が必要（2022年4月時点）

⑴搭乗予定日の7日前に行うPCR検査（予備検査）

⑵搭乗予定日の３日以内に２つの検査機関で行うPCR検査（交差PCR検査）
※⑴、⑵は同じ検査機関で実施することが可能
※⑵の２回の検査機関は異なる検査機関を利用することが必要
※３つのPCR陰性証明書（指定のフォーマット）が必要。

予備検査

搭乗予定日
7日前

4/27（水）

□PCR検査機関は指定の期間を利用する必要があるので注意
→指定の検査機関について（中国駐日本大使館HPより）

P020220318492012873129.pdf (china-embassy.gov.cn)

→中国への渡航前PCR検査と健康コード申請の措置について（中国駐日本大使館HPより：5/19更新）
http://jp.china-embassy.gov.cn/jpn/tztg/202205/t20220505_10681667.htm

交差検査⑴

搭乗予定日
3日前

5/1（日）

交差検査⑵

搭乗予定日
2日前

5/2（月）

中国へ渡航

搭乗当日

5/4（水）

健康コード取得

搭乗予定日
１日前

5/3（火）午前中

健康コード申請

搭乗予定日
2日前

5/2（月）夜

★検査費用は１回当たり2万円程度で、合計6～7万円

★検査は事前予約必要！

★健康コード申請は書類不備などで申請が通らないケース有り。
搭乗予定日2日前に申請し、不測の事態に備えるのが◎

※交差検査の⑴と⑵は24時間以上時間を空ける必要がある

http://jp.china-embassy.gov.cn/jpn/lszc/202202/P020220318492012873129.pdf
http://jp.china-embassy.gov.cn/jpn/tztg/202205/t20220505_10681667.htm


（参考）健康コードに必要な書類
出典：中国駐日本大使館HPより

□健康コード申請には、必要書類が多いので事前に確認をして準備をすること
→中国への渡航前検査と健康コードの申請について（中国駐日本大使館HP 5/19更新）

http://jp.china-embassy.gov.cn/jpn/tztg/202205/t20220505_10681667.htm

http://jp.china-embassy.gov.cn/jpn/tztg/202205/t20220505_10681667.htm


（参考）健康コードの記入項目説明①

出典：株式会社ジータック（グッド・ツアー）



（参考）健康コードの記入項目説明②

出典：株式会社ジータック（グッド・ツアー）



（参考）健康コードの記入項目説明③

出典：株式会社ジータック（グッド・ツアー）



（参考）健康コードの記入項目説明④

出典：株式会社ジータック（グッド・ツアー）



出典：株式会社ジータック（グッド・ツアー）

（参考）健康コードの記入項目説明⑤



出典：株式会社ジータック（グッド・ツアー）

（参考）健康コードの記入項目説明⑥



出典：株式会社ジータック（グッド・ツアー）

（参考）健康コードの記入項目説明⑦

ワクチン接種（日本or中国）の場合はYes

登録は１つの検査機関でOK

⑴予備検査１回、交差検査２回
合計３つの結果を添付

⑵7日間の自己健康観察表の添付



出典：日中平和観光株式会社

（参考）健康コードの申請結果



８．成田空港出国手続き

■NH927便（成田9:50→青島12:30）

《成田空港での流れ／動き》

6：30：成田空港第１ターミナル到着
6：45：チェックインカウンターに並ぶ

→待ち時間／約2時間

8：40：チェックイン完了
→チェックイン手続き
→グリーンコード確認

8：45：「ChinaCustoms」登録内容確認
（中国税関入国電子健康申告）

→チェクイン完了後／カウンター脇にて
→携帯の登録内容の確認をしてもらう

8：50：セキュリティーチェック
9：00：出国手続き
9：30：搭乗
9：55：出発

■成田空港チェックインカウンタにて、青島空港で必要な手続きを確認してもらう。
そのため、非常に手続きに時間がかかる事に注意。3.5時間前に空港に到着したが
既に長蛇の列ができていた（6：45に並び始めてもかなり列の後ろの方であった）
結果、チェックインまで約2時間。

■青島のホテルでは原則お酒がオーダーできないので、お酒が必要な方は
成田空港チェックイン後の免税店で購入をしておくことがお薦め。



（参考）出入境健康申告電子入力

出典：ANA



（参考）出入境健康申告電子入力の記入方法

出典：ANA



９．青島空港入国手続き

□記載が必要な書類もあるため、ボールペンを機内から持ち歩いていたほうが良い。
□着陸から出口まで、２時間程度。空港からホテルまで1.5時間程度。
□空港手続きやバス移動で時間がかかるため、トイレは適宜済ませておくこと。

①機内待機

前方座席より数列ずつ
外へ案内される。

20～40分

②出入境健康申告の確認

出国手続時に入力した、
出入境健康申告のQR
コードがスキャンされる。

5分前後

③受付

パスポート・搭乗券出入境健
康申告のQRコード緊急連絡先
など必要書類の提出

5～10分

④PCR検査

PCR検査受付を行い、
隔離部屋にて鼻咽・喉
両方の検査を実施。

5～10分

⑤入国手続き

通常通り入国審査が行わ
れる。

5分程度

④税関・バスへ

荷物は消毒に時間がかかるようで、荷物置き
場に出てくるまで時間がかかった。当方は30
分以上ここで荷物を待った。荷物はいずれも
消毒液まみれとなっており、特に布タイプの
荷物は事前に荷物をビニール袋で覆っておく
などの注意が必要。税関を通過後、再度パス
ポートを提示して、バスへと誘導される。

30～45分程度



１０－１．青島隔離（ホテルについて）

１）チェックイン
・ホテルに到着すると、バス車内で新たなマスク、靴カバー、ゴム手袋を渡され、
装着後に下車・手続きが行われる。

・チェックイン手続きでは、最終目的地の住所・緊急連絡先を記入。
・ホテルスタッフとともに、部屋まで移動する。

２）ホテル概要
・ホテル名：青島紅樹林度假世界椰林酒店
・青島紅樹林度假世界ホテルは、椰林酒店・珊瑚酒店の2棟が並んでおり、椰林酒店
は隔離専用ホテル、珊瑚酒店は通常営業中。

・住所：山東省青島市黄島区浜海大道3588号



１０－２．青島隔離（ホテル設備）

・過去の情報よりいくつか変動が見られる。

項目 説明

景色 海側・街側となるが、どちらからも海は見える。

ベッド
部屋によるが、クイーンサイズのベッド1つorセミダブルサ
イズのベッド2つ。

電化製品
冷蔵庫・ケトル・ドライヤー有。空調は暖房/冷房有
※2022年5月時点では空調の利用は控えるように指示有。

トイレ 洋式（ウォシュレット無し）

浴室 シャワーのみ。浴槽無し。

アメニティ

バスタオル・フェイスタオル・バスマット・トイレットペー
パー・ティッシュペーパー・ハンドソープ・シャンプー・ボ
ディソープ・保湿液・歯ブラシ・衣類洗剤・消毒液・蚊取り
薬・スリッパ・サンダル。（追加注文可能）

TV
中国TVとNHK国際のみ。過去は追加料金でインターネット
TVが使用できたようだが、現在は不可。

水 ペットボトルにて提供。（追加注文可能／無料）

Wifi
無料Wifi有。Teamsが問題なく使用可能。
携帯電波は中国移動は良好、中国聯通は時々悪い。

宿泊費 基本は一泊500元、3食込み。最初の検査後に移動可能。

食事
8：00・11：30・18：00頃にドア前に置かれる。
3日に1度程度、ケーキも配られる。

街側



１０－３．青島隔離（PCR検査・抗原検査）

■毎日2回の体温報告（QRコードを読み取って報告）のほか、
ＰＣＲ検査及び抗原検査は下記の日程で実施される。なお抗原検査は
検査キットが配布され自分で検査を行い、検査結果を携帯で写真を記録。

■時間になると検査官が部屋の前まで来るので、ノックが鳴ったら対応。
実施時間は8：00～10：00の間で順次対応される。

①第4日（抗原検査）
②第5日（抗原検査）
③第6日（鼻・口ＰＣＲ検査）
④第7日（抗原検査）
⑤第9日（鼻・口ＰＣＲ検査）
⑥第10日（抗原検査）
⑦第11日（鼻・口ＰＣＲ検査）

⑧第14日（抗原検査）
⑨第15日（鼻・口ＰＣＲ検査）
⑩第18日（鼻ＰＣＲ検査）
⑪第19日（抗原検査）
⑫第21日（抗原検査）
⑬第22日（鼻ＰＣＲ検査）
⑭※延泊になると追加実施



１０－４．青島隔離（隔離ルール）

・部屋に入ると、説明書が置かれているので、詳細はそちらを参照。予備知識として
以下の通り列挙。

項目 説明

Wechatグループの加入
隔離者用のWechatグループ（アナウンス・サービスの2つ）に入る。サービスの
方で、ルームサービス等の注文を行う。通訳が入っているので、日本語可。

部屋の変更 最初のPCR検査後、部屋のアップグレード・家族との同部屋が可能となる。

アメニティの追加
タオル・ペーパー類、水は無料で追加可能。
インスタントコーヒー・お茶・紅茶は、2個/日の単位で無料追加可能。

用具貸し出し
掃除モップ・洗面器は貸し出し可能。
ヒーターも貸し出し可能だが、個数に限りがある模様。

外卖
生ものや密閉されていない食材は原則不可。ルームサービスでの注文のみ。
ホテル近くのセブンイレブンで外卖も可能

ルームサービス 21:00まで。費用はチェックアウト時にまとめて精算。

淘宝/京东
注文可。ホテル住所と部屋番号を入力すれば、ドアの前まで届けてくれる。
ただし、生鮮食品・酒はNG。頼んでも没収される。

お酒類
一切提供不可。前述のように、淘宝/京东で購入しても、没収される。
日本から持ち込んだ物については黙認されている。

食事 基本は洋食。要望すれば、中華料理に変更できる。変更は週に一度だけ可能。

窓 15cmしか開かず、ベランダに出ることは出来ない。

荷物の発送 隔離最終日に、ホテルが顺丰を手配してくれ、着払いで発送可能。



（雑談）隔離中にあると便利な品のご紹介
品名 補足

レトルト食品・缶詰
お菓子類・調味料

ホテルの食事に飽きた際。また、お子様連れの場合は必須。

紙コップ・紙皿・洗剤 ホテルに備え付けはあるが交換はできない（洗うにもスポンジや洗剤が必要）

果物ナイフやハサミ
リンゴ・梨は皮付きのまま。ホテルはプラスチックナイフだけ提供可能。
ハサミも備え付けはない（貸与も不可）ので、用意をしておいた方が便利。

シャンプー・石鹸など シャンプーはお好みで。石鹸は備え付けがない。

爪切り 髭剃りや鼻毛カッターなどはお好みで。

体温計 部屋に水銀体温計はあるが、時間もかかるので、持ち込んだほうが無難。

延長コード コンセントは十分にあるが、PC設置等のため。長さは3ｍ～4ｍあれば十分。

HDMIケーブル PCとTVを繋いで動画閲覧出来る。ただし、ホテルにやり方聞くと嫌がられる。

洗濯袋と洗濯ロープ 洗剤は備え付けがあるが、物干し用のロープと洗濯用の袋などはあった方が良い

アメニティー類
シェーバー、歯磨き粉、化粧水、ハンドクリームなどは備え付けはあるが、自身
にあったものを持参した方が良い。

セロテープorガムテープ 体温報告のためのQRコード用紙などを壁に貼ったりすると便利。

中国聯通香港のSIM
中国ネット検閲対象のサイトを閲覧する際、VPNでは繋がらないor遅い時がある
が、香港SIMならばVPN不要（NetflixやAmazon Primeなどのインターネット動画
配信は必要）で接続できる。Amazon等で「中国聯通香港 大中華」で購入可能。

プラスドライバー 備えあれば憂いなし（利用方法はお問合せください）



（雑談）隔離中に生活を充実させるための裏技

■バルコニーに出れないのか？！
→部屋の窓にはストッパーとセンサーが設置されており、原則として外に出られなくなっています。
原則は…（笑）

■どうしても青島ビールが飲みたい！
→ホテルに入居すると、入居者専用のグループチャットに加入することになります。
このグルチャの中にホテル側の担当者がいます。グループチャット内で「ビールが欲しい」というと、
綺麗に断られます。しかし、この通訳担当者に個別に友達申請をして、個別に「ビールが欲しい」と
依頼をすると、嬉しいことが起きます。

■ホテルの食事以外の物を食べたい!
→ホテルの決まった食事以外に有償ですが、個別にオーダーが可能です。メニューはグループチャットで

PDFのメニューが提供されます。オーダーから２時間程度で料理を持参してくれます。
→また、１週間に一度「洋食」と「中華」を選択でき、翌週から選んだ料理を提供されます。
→ワイマイの利用が可能です。生ものはNGですが、包装されている食品は注文可能です。
近くの711やスーパーが利用できるので、食べ物や飲み物、日用品など購入が可能です。

（新規赴任者方など、電子決済が利用できない方は、利用できませんので、同僚の方などに依頼が必要）

■日本のTVをリアルタイムで見たい！
→ホテルのTVは中国の番組しか視聴できません。
日本の地上波やＢＳ／ＣＳなどをご覧になりたい方はご連絡ください。
パソコンもしくは携帯で地上波やＢＳ／ＣＳを見ることができます。料金は月額250元程度。



１０－５．青島隔離（食事①）

日付 朝食 昼食 夕食

10月27日（水）

10月28日（木）

10月29日（金）

10月30日（土）
おやつあり

10月31日（日）

NH927便

※2021年10月時期から変更無
（2022年5月時点）



１０－５．青島隔離（食事②）

日付 朝食 昼食 夕食

11月1日（月）

11月2日（火）
おやつあり

11月3日（水）

11月4日（木）

11月5日（金）
おやつあり

※2021年10月時期から変更無
（2022年5月時点）



１０－５．青島隔離（食事③）

日付 朝食 昼食 夕食

11月6日（土）

11月7日（日）

11月8日（月）
この日から中華に変更

おやつあり

11月9日（火）

11月10日（水）

※2021年10月時期から変更無
（2022年5月時点）



１０－５．青島隔離（食事④）

日付 朝食 昼食 夕食

11月11日（木）
おやつあり

11月12日（金）

11月13日（土）

11月14日（日）
おやつあり

11月15日（月）

※2021年10月時期から変更無
（2022年5月時点）



１０－５．青島隔離（食事⑤）

日付 朝食 昼食 夕食

11月16日（火）

11月17日（水）
おやつあり

（おやつ）
ホテルのケーキとヨーグルトが配られた。
また、誕生日だった方には別途ケーキが用意された模様。
ホテルの細かな心遣いに感謝。

※2021年10月時期から変更無
（2022年5月時点）



１１－１．隔離後の移動に向けての準備

■現在の規制だと隔離15日目の午後以降移動が可能になる。
※5/4（水）入居の場合、5/19（木）高鉄であれば14時以降の便、飛行機の場合は16時以降の便

■移動前に下記の準備が出来ているか、事前にホテル側に報告が必要

【必要になる手続き／ホテル側に報告が必要な事項】

※大半の方は隔離15日目に健康コードが通常になる。しかし一部の方はビッグデータが反映されないなどの理由で
健康コードが通常になるのに時間がかかるケース有。当方も18日目に通常になった。

正常な状態（↑左から）
・北京健康宝
・山東省電子健康通行卡
・通信行程卡

※飛行機は本数が少なく、キャンセルになるケースも多い。また高鉄についてはシステム上、北京行の予約ができない
ケースもある。当方も18日目まで予約できず、19日予約可能となった。

□北京健康宝（Helth Kid）の登録と正常な健康コード
□山東省電子健康通行卡の登録と正常な健康コード
□通信行程卡の登録と正常な工程カード
□フライトもしくは高鉄が予約と、チケット詳細情報

※5/20現在、飛行機は予約はできるが直前でキャンセルされている。
※高鉄を利用する方が多い。移動時間は４時間半程度。一等車がお薦め。

□領収書（発票）の発行依頼
※ホテルのグループチャットで依頼／チャットで納税番号を伝える。

□ホテル代の支払い（現金 /クレジット／ 電子決済）
※退去日を伝えると前日に部屋に担当者が清算に来る。部屋前で支払いをする。



１１－２．隔離後の移動に向けての準備

【北京への移動手段の確保について】

■移動手段は、基本的には高鉄（新幹線）もしくは飛行機、どちらかで移動
■APPなどで予約、もしくは旅行会社へ依頼する方法もある。
■APPで購入の場合、健康コードが緑にならないと予約ができないケースもある。

《チケット予約が可能な旅行会社のご案内》



１１－３．隔離後の移動に向けての準備

【その他確認が必要なこと／対応が必要なこと】

■北京の住宅側への報告／契約している公寓もしくは不動産業者に連絡
⑴到着日時の確認
⑵到着後の規制の確認（隔離の有無、健康観察の有無／外出できるかの確認）

■荷物の郵送について
→移動日の前日にのみホテルから自宅などに荷物の配送が可能
→数量や重さの制限はなく、費用は着払い
→移動日前日に、グループチャットで発送したい旨を伝え、ホテル側に依頼
・荷物を廊下に出す
・郵送先住所と郵送先の連絡先を紙に書き、荷物と合わせて廊下に出す

※公寓や社区によって規制が異なる／外出ができない（自宅隔離）ケースもあるので注意が必要。



１１－３．健康コードの登録

■全国の健康コードのQRコード一覧
■北京に移動する方は、下記山東省の健康コードと、北京の健康コードが必要
■通信行程卡はWeChatの「発見」機能で検索

⑴「発見」を押す

⑵検索欄に「通信行程卡」と入力

⑶このプログラムを選択



１１－４．北京健康宝（HelthKid）の登録

■北京健康宝（HelthKid）の登録方法は下記の通り

※大半の方は隔離15日目に健康コードが通常になる。しかし一部の方はビッグデータが反映されないなどの理由で
健康コードが通常になるのに時間がかかるケース有。当方も18日目に通常になった。



１１－５．隔離終了後の移動（チェックアウト）

■隔離終了日翌日の昼より移動可能となる（青島の場合、木曜日の午後）

個々で移動手段を確保するのではなく、基本的にはホテルがバスを手配。
社用車の場合はグループチャットで報告。

■フライト・高鉄は自分で予約し、予約した詳細をグループチャットで報告。
■5/20現在、フライトは直前にキャンセルされているものが多く、高鉄を
利用をしている方が多い印象。

■移動48時間前のPCR検査が必要なので、渡航前々日中にホテル側に報告をして
渡航前日午前中にPCR検査の手配をしてもらうことが必要。

②最終日の精算

最終日の夕方、ホテルスタッ
フがドア前まで来て精算を行
う。クレジットカード・微
信・支付宝で精算。

③チェックアウト・バス移動

ドアノックがされたら、部屋
を出てチェックアウト。隔離/
検査証明書類を渡される。

100～120分

①移動手段の手配

フライト・高鉄を自分で手配。
どの便を予約したかを、グループ
チャットで報告する。
また、精算時の発票情報を伝える。



１１－６．隔離終了後の移動（空港手続き）

■空港では通訳は同行しない。中国語（＆簡単な英語）でのやり取りとなる。
■隔離者でまとまっての行動となる。
■国際線のトランスファー扱いではなく、通常の国内線移動となるため、預け入れ
荷物の容量に注意。CA便では20kg（ステータス保持だと40kg）となり、超過分は
費用支払が発生する。

④空港着・チェックイン

国際線入口より入り、一般と
は別のカウンターで手続き。
パスポート・隔離/検査証明書
類・北京健康宝を提示し、更
に電話番号を提示する。
電話番号は搭乗券等に書いて
おいたほうが無難。

30分程度

⑤簡易ラウンジ

空港内を自由に歩くこと
は出来ず、簡易ラウンジ
での待機を命じられる。
パスポート・搭乗券・電
話番号の提示が必要。
なお、食事が注文可能。
ビールも注文できた。

搭乗1時間前まで

⑥安全検査・搭乗手続き

それぞれ特別レーンで検査・手続きが
行われ、そのまま機内へ。空港内のお
店に立ち寄ることは出来ない。
座席は指定されており、隔離者は、飛
行機の一番後ろの席に配置される。事
前に席を予約していても、ビジネスク
ラスを取っていても、変更される。

30～45分


