
登録した予定から、『検疫手続き(ファストトラック)』の画面に表示される手順に従って

を登録する。

厚生労働省・検疫所より 2022.11.１

MyS検疫手続き（ファストトラック）から登録２

MyS登 録 完 了・審 査３

MyS審 査 完 了４

登録内容の審査が完了すると、検疫手続き（ファストトラック）のステータス画面が青色に変わります。

検疫手続き（ファストトラック）の登録内容を「検疫手続確認センター」が確認します。

Visit Japan Webサービス ウェブサイト

日本到着時、検疫官にファストトラックの画面を提示してください。

スマートフォンをお持ちでない方は、ファストトラックの審査完了画面を印刷してお持ちください。

ファストトラックとは、日本入国時に必要な検疫手続きをWEB上で事前に済ませることで、

日本到着時に、画面等を見せることで、検疫書面の審査と提出が不要になる仕組みです。

Fast

Track

検疫

**海外出発前72時間以内の検査

パスポート
ワクチン接種

証明書
質問票 または 検査証明書

**

https://vjw-lp.digital.go.jp/

ファストトラックの利用方法

Visit Japan Webサービスから

ファストトラックにご登録ください

●事前登録すると、日本到着時の検疫手続きがスムーズになります。
事前登録がないと、到着時の空港で書面確認や質問票作成が必要です。

1 Visit Japan Web のアカウントを作成・準備１

下記のウェブサイトから、Visit Japan Webサービスのアカウントを作成し、

『利用者情報』・『入国･帰国の予定』を登録してください。

日本へ入国・帰国する皆さまへ

*

*3回接種



yRegister for quarantine procedures（Fast Track)

From the schedule you entered, follow instructions on the Quarantine 
Procedures (Fast Track) screens to register:

Quarantine Information Office, Ministry of Health, Labour and Welfare Japan

2022.11.01

MySComplete registration, then review starts３

MySReview is completed４

After the documentation review is completed, your Quarantine Procedures (Fast 
Track) status screen will change to blue.

The Quarantine Documentation Center will review what you have registered for 
quarantine procedures (Fast Track).

"Visit Japan Web" service website

When you arrive in Japan, please show the quarantine officer your Fast Track screen.

If you will not have a smartphone, please print the Fast Track review completion 
screen and bring a copy with you.

Fast Track is a system that allows you to complete the required quarantine procedures before entering Japan.

When you arrive, you can just show the Fast Track screen and skip the need for submission/review of quarantine documents.

Fast

Track

Q u a r a n t i n e  
s t a t i o n

**COVID19 test less than 72 hours before departure

Passport
Vaccination
Certificate

Question
naire

OR
Test 

Certificate

**

https://vjw-lp.digital.go.jp/

How to Use Fast Track

"Visit Japan Web" Service

Please register using Fast Track 

●Pre-registration will facilitate quarantine procedures upon arrival in 

Japan. Without pre-registration, you must have documents checked and 

answer a questionnaire upon arrival at the airport.

1 Create/set-up Visit Japan Web account１
Create a Visit Japan Web account from the link below.

Register your user information and schedule for entry/return to Japan.

To Anyone Entering/Returning to Japan

２

*

*3 doses


