インドネシア・バリ島への旅⾏⼿配＆インドネシア⼊国ビザ取得のご案内
2021 年 5 ⽉ 4 ⽇更新版
2020 年 3 ⽉ 31 ⽇にインドネシア法務⼈権省によって発令された「外国⼈の⼀時⼊国禁⽌に関する法務⼈権⼤⾂令（2020 年第 11 号）」によって、外国⼈によるバリ島
を含むインドネシア⼊国・訪問が制限されています。2020 年 4 ⽉ 1 ⽇まで⾏われていた観光⽬的でのビザ免除措置、及び空港での到着ビザ（VOA）の発給は現在も停
⽌されており、インドネシアへの⼊国を希望するすべての外国⼈はビザの申請と取得が必要です。

株式会社パルテンツァ（東京都登録旅⾏業 3-6288）では、新型コロナウイルス感染のリスクを
最⼩限に抑えながらインドネシア・バリ島を訪問していただけるよう、
⼀定の条件のもとでご旅⾏の⼿配をいたします。

発給されるビザ（査証）について
申請・発給されるビザは「B211A（通称ビジネスシングル）
」となり、現時点で⼊国⽬的として認められるのは「緊急の業
務、商談、商品購⼊、外国⼈労働者候補の採⽤に向けての審査、医療及び⾷料⽀援、インドネシア領⼟にある輸送機関と
の合流」に限られています。
⼊国後の⾏動には新型コロナウイルス感染対策による移動制限以外は原則制限が付かないため、必ずしもビザ要件に則っ
た⾏動を取らなくてはいけない、ということではありません。ただし、別のビザ取得が求められる⾏動（就労など）につ
いてはその限りではありません。

有効期限と滞在可能⽇数
B211A ビザは取得から 90 ⽇以内のインドネシア⼊国が必要です。
インドネシア国内に滞在できる⽇数は 30 ⽇または 60 ⽇で、⼊国審査官によって⼊国時に決定されます。
30 ⽇毎の滞在延⻑が最⼤ 4 回認められるため、最⼤限延⻑した場合は最短でも 150 ⽇間、最⻑で 180 ⽇間滞在すること
が可能です。
株式会社パルテンツァではリスクを最⼩限に抑えるため、最⻑ 150 ⽇間滞在での⼿配を上限とさせていただきます。
（⼊
国時に初回 60 ⽇間滞在が認められた場合で 180 ⽇滞在を希望される場合、追加の⼿配を⾏うことは可能です）

ビザは事前段階における⼊国許可申請証明のあくまで⼀部であり、⼊国を保証するものではありません。
最終的な⼊国の許可は⼊国審査官の裁量で決定されるため、ビザを持っていても⼊国を拒否されることがあります。その
場合の帰国費⽤はご⾃⾝の負担（⼿配は弊社またはご⾃⾝にて⾏います）となり、当初予定していた旅⾏に関する⼀切の
キャンセル料・変更⼿数料等はお客様負担となりますのでご了承ください。

フライト・移動ルートについて
インドネシアへの⼊国はジャカルタ（スカルノハッタ国際空港）
、バリ島（デンパサール空港）のいずれかから可能です。
最新のフライトスケジュールについては本資料の最終ページでご案内しています。

旅⾏のご相談から現地滞在、帰国までの流れ（ジャカルタ⼊国）
ご旅⾏のご相談は出発予定⽇の 21 ⽇前までにお願いいたします。
出発 20 ⽇〜15 ⽇前のご相談はビザの申請・発給が間に合うと判断できた場合に限り、直前⼿配料⾦（1 名様あたり 3,300
円）を追加させていただいた上で承ります。

ご旅⾏のご相談・お⾒積り受付

インドネシア到着・⼊国

原則として出発予定⽇・希望⽇の 21 ⽇前まで

ジャカルタ・スカルノハッタで⼊国審査が⾏われます。

直前出発も状況によっては可能ですのでご相談ください

検疫・税関などを通過後、隔離先のホテルへ移動

お⾒積りご提⽰・旅⾏申込
お⾒積もりは最初のご相談後 48 時間以内にご提⽰

5 泊 6 ⽇の隔離

お申し込みされる場合はビザ発給までの時間に極⼒余裕をもた

指定ホテルでの隔離を⾏い、滞在中 2 回 PCR 検査が実施され

せるため、お早めにお申し込みをお勧めいたします。

ます。隔離滞在可能なホテルは随時変更されます。

必要書類の送付と返送

国内線でバリ島へ移動

⼿配完了後、必要書類をオンラインでお送りいたしますので、

陰性証明を受領後に移動が可能になります。スカルノハッタ空

可能な限り早めにご返送ください。

港・ターミナル 3 へお越しください。

健康診断書の取得（医師の診断が必要）はご旅⾏に⾏かれるこ
とが決まった段階で速やかに受診をお願いいたします。

ビザ申請と取得

バリ島へ到着
デンパサール空港で弊社提携ドライバーがお待ちしていますの
で、合流後ホテルなど滞在先へ移動。

ビザは通常申請から 7〜10 ⽇間程度で発給されますが、インド
ネシア国内の事情により遅れることがあります。
追加料⾦により緊急発給も可能ですのでご相談ください。

帰国前の準備
ビザ発給確定後〜出発まで
インドネシア⼊国時に出発 72 時間前以内に発⾏された PCR 検
査陰性証明書が必要になります。
弊社提携クリニックにてオンライン診療（唾液採取）、検体提

帰国 2 ⽇前を⽬処に、弊社提携医療機関で抗体検査または PCR
検査を受診していただきます。
⽇本に向かうフライトの出発 72 時間前以内に発⾏された陰性
証明書が必要です。

出が必要です。
東京、⼤阪、名古屋、福岡では検体提出翌⽇の陰性証明書受領
が可能です。

バリ島から帰国
デンパサールからジャカルタ経由で帰国の途へ。
ガルーダ・インドネシア航空利⽤で同⽇乗継される場合はデン

インドネシアへ出発
すべての⼊国⽤書類が揃った段階で、弊社から必要書類⼀式を
オンラインでお送りいたします。（郵送の場合は＋￥500）

パサール空港で⽇本までの荷物預け⼊れが可能です。

⽇本到着後
帰国した空港で PCR 検査または抗原検査が⾏われ、陰性の場
合は⾃宅への帰宅または滞在先への移動が認められます。
ただし、公共交通機関を使っての移動は禁⽌されているため、
移動⼿段が必要な場合は⼿配いたします。
また、滞在先が必要な場合もご相談ください。
帰国後は帰国⽇を含めて 15 ⽇間の⾃宅待機が必要になりま
す。

渡航時の検疫について
インドネシア⼊国時
2021 年 5 ⽉ 4 ⽇から、インドネシアへの出⼊国はジャカルタ・スカルノハッタ空港のほか、バリ島・デンパサール空港も
可能となりました。
（デンパサール空港への出⼊国は現時点ではシンガポール航空のシンガポール〜デンパサール便のみ可能）

出発時刻 72 時間前までに発⾏された PCR 検査陰性証明書（英⽂）の提出に加え、検温、eHAC へのデータ⼊⼒、隔離先
ホテルの報告が求められ、場合によってはその場で⾃費での PCR 検査が要求されることがあります。
⼊国及び検疫を通過した後、予め確保しておいた指定ホテルにて 5 泊 6 ⽇の⾃⼰隔離が求められます。
隔離後、最初の 24 時間以内及び 5 ⽇⽬に 2 回 PCR 検査が⾏われます。
隔離終了後に陰性証明書を受領すれば移動が認められますが、その後も 2 週間の⾃⼰隔離を⾏うことが推奨されています。

ジャカルタ、バリ島で隔離に利⽤できるホテルは随時変更となるためお問い合わせください。

⽇本帰国時
バリ島から⽇本へ帰国する際は、ジャカルタ経由、シンガポール経由の 2 パターンがあります。

ジャカルタ経由の移動では出発時刻 72 時間前までに受検した PCR 検査、出発 48 時間前までに受検した抗体検査（Rapid
Antigen Test）
、出発 24 時間前までに受検した呼気検査（GeNose）の各陰性証明書が有効ですが、⽇本⼊国には出国 72
時間前までの受検した PCR 検査の陰性証明書が必要です。

シンガポール経由の移動ではシンガポールへの出発時刻 72 時間前までに受検した PCR 検査の陰性証明書が必要で、⽇本
⼊国にもインドネシア出国 72 時間前までの受検した PCR 検査の陰性証明書が必要になります。
（=シンガポールへの出発
⽤の陰性証明で問題なし）

⽇本帰国時にはジャカルタへの出発時間またはシンガポールへの出発時間より 72 時間以内の検査となるように逆算した
上で検査を受ける必要があります。

現時点で利⽤可能なフライトのスケジュール
原則として違う航空会社同⼠の組み合わせはできませんが、以下の例外があります。
・⾏きと帰りを⽚道ずつで⼿配する場合（やや割⾼になりますが、フレキシブルにスケジュールを組めます）
・共同運航便の場合（JAL/ANA の便名が付与されたガルーダ便など）

ガルーダ・インドネシア航空（ジャカルタ経由）
東京/⽻⽥（HND）→ジャカルタ（CGK） GA875/NH5481/JL5011 11:45→17:15
運航⽇：5/1・5/7・5/8・5/15・5/20・5/21・5/22・5/27・5/28・5/29 以降未定
ジャカルタ（CGK）→東京/⽻⽥（HND） GA874/NH5480/JL5012 23:15→翌 8:50
運航⽇：5/6・5/7・5/14・5/19・5/20・5/21・5/26・5/27・5/28 以降未定
-⼤阪/関空（KIX）→ジャカルタ（CGK） GA889/JL5015 12:00→16:50
運航⽇：5/2・5/5・5/9・5/12・5/16・5/19・5/23・5/26・5/30 以降未定
ジャカルタ（CGK）→⼤阪/関空（KIX） GA888/JL5016 23:15→翌 8:15
運航⽇：5/1・5/4・5/8・5/11・5/15・5/18・5/22・5/25・5/29 以降未定
----※東京/成⽥〜デンパサール、⼤阪/関空〜デンパサールは無期限運休中
※共同運航便は⼀部例外あり（⽇によって JL/NH 便名が付与されないことがあります）
※ジャカルタ〜デンパサール間はガルーダ・インドネシア航空の国内線を設定します

ANA（ジャカルタ経由）
東京/⽻⽥（HND）→ジャカルタ（CGK） NH871/GA9351 23:30→翌 5:05
運航⽇：⽊曜・⽇曜
東京/⽻⽥（HND）→ジャカルタ（CGK） NH855/GA9353 10:15→15:55
運航⽇：⽔曜・⼟曜
-ジャカルタ（CGK）→東京/⽻⽥（HND） NH872/GA9350 7:00→16:25
運航⽇：⽉曜・⾦曜
ジャカルタ（CGK）→東京/⽻⽥（HND） NH856/GA9352 21:25→翌 6:50
運航⽇：⽔曜・⼟曜
----※共同運航便は⼀部例外あり（⽇によって GA 便名が付与されないことがあります）
※ジャカルタ〜デンパサール間はガルーダ・インドネシア航空の国内線を設定します

⽇本航空（ジャカルタ経由）
東京/成⽥（NRT）→ジャカルタ（CGK） JL725/GA9153 11:05→16:50
運航⽇：⽊曜・⼟曜・⽇曜
東京/成⽥（NRT）→ジャカルタ（CGK） JL729/GA9151 18:00→23:50
運航⽇：⽉曜・⽔曜・⽊曜・⾦曜
-ジャカルタ（CGK）→東京/成⽥（NRT） JL726/GA9152 21:55→翌 7:25
運航⽇：⽕曜・⽊曜・⼟曜
ジャカルタ（CGK）→東京/成⽥（NRT） JL720/GA9150 6:35→翌 16:20
運航⽇：⽕曜・⽊曜・⾦曜・⼟曜
----※共同運航便は⼀部例外あり（⽇によって GA 便名が付与されないことがあります）
※ジャカルタ〜デンパサール間はガルーダ・インドネシア航空の国内線を設定します

シンガポール航空（シンガポール経由）
2021 年 5 ⽉ 4 ⽇再開予定でしたが、無期限延期となりました。
（2021/05/03 発表）

シンガポール（SIN）→デンパサール（DPS） SQ944 16:10→18:50 ※1
運航⽇：⽕曜
シンガポール（SIN）→デンパサール（DPS） SQ938 9:15→11:55 ※2
運航⽇：⾦曜
-デンパサール（DPS）→シンガポール（SIN） SQ945 20:00→22:40 ※3
運航⽇：⽕曜
デンパサール（DPS）→シンガポール（SIN） SQ939 13:05→15:50 ※4
運航⽇：⾦曜

※1：⽉曜発の⽻⽥発 SQ635（22:55→翌 4:55）
、関空発 SQ623（23:50→翌 5:05）から乗り継ぎ可能
※2：⽊曜発の⽻⽥発 SQ635（22:55→翌 4:55）
、関空発 SQ623（23:50→翌 5:05）から乗り継ぎ可能
※3：成⽥⾏き SQ638（23:55→翌 8:00）
、⽻⽥⾏き SQ634（翌 13:55→21:50）
、関空⾏き SQ622（翌 14:55→22:35）
へ乗り継ぎ可能
※4：成⽥⾏き SQ638（23:55→翌 8:00）のみ乗り継ぎ可能

※シンガポール・チャンギ空港では特定の航空会社及び出発地・⽬的地の組み合わせに限り、乗り継ぎが認められてい
ます。乗り継ぎ客は専⽤の導線と待合室が⽤意され、出⼊りはできません。免税店は待合室内でオンラインショッピン
グが可能です。

