
日本に入国する皆さまへ
（新型コロナウイルス感染症の拡大防止のために必要なアプリのインストールについて）

厚生労働省・検疫所
(2021.4.12)

➀OELのインストール
（位置情報確認アプリ）

あなたの位置情報を報告していただくため
に必要です。

②SkypeまたはWhatsAppの
インストールとサインアップ
（ビデオ通話アプリ）

所在確認を行うため、担当者からビデオ通
話によりご連絡した場合に、応答していた
だくために必要です。

③お持ちのスマートフォンの
位置情報保存設定
（GoogleMaps等の設定）

入国後に陽性となった場合等に、位置情報
の記録を保健所等に提示いただくために必
要です。

④COCOAのインストール
（接触確認アプリ）

新型コロナウイルス感染症の感染者と接触
した可能性について通知を受け取ることが
できます。

日本入国後14日間は、自宅やホテル等で確実に待機等を
行っていただくため、お持ちのスマートフォンに以下のアプ
リをインストールし、使用してください。
※ 入国に際し、入国後14日間の自宅等での待機や位置情報確認アプリ等の利用等について誓約書

を提出していただきます。誓約に違反した場合は、氏名等が公表されることがあります。外国人
の場合は、出入国管理法に基づく在留資格取消手続きおよび退去強制手続きの対象となることが
あります。

入国時、空港検疫で、スマートフォンを確認させていただきます。
スマートフォンをお持ちでない場合またはアプリをインストール

できないスマートフォンをお持ちの場合は、日本入国時に、空港で、
ご自身の負担により、スマートフォンをレンタルしてください。

これらのアプリが動作可能なOSバージョンは、
iPhone端末：iOS 13.5以上、Android端末：Android 6.0以上です。

※ OSのアップデートには、数時間かかる場合があります。お持ちのスマートフォンが
必要なアプリをインストールできるか、あらかじめご確認ください。



各アプリは、以下のQRコードからインストールできます。

各アプリの設定の方法は、
こちらをご確認ください。
https://www.mhlw.go.jp/content/000752493.pdf

※ 必要なアプリをあらかじめインストール・設定していただいていない場合は、
空港でお待ちいただく時間が他の方よりも長くなる可能性があります。

➀OELのインストール
（位置情報確認アプリ）

Playストア/App Store 共通

②Skypeのインストール
（ビデオ通話アプリ）

※ WhatsAppをすでに利用されている方につい
ては、WhatsAppによるご連絡も可能です。

Playストア/App Store 共通

③お持ちのスマートフォンの
位置情報保存設定
（GoogleMaps等の設定）

Playストア（Android）

④COCOAのインストール
（接触確認アプリ）

Playストア/App Store 共通

※通常、標準搭載されています。

※iPhoneの場合はアプリのインストールは不要です。



To Everyone Entering Japan
(Installing apps required for preventing the spread of COVID-19)

Quarantine Station,
Ministry of Health, Labour and Welfare

(April 2, 2021)

Please install the following apps on your smartphone and use
them to ensure implementation of stay at home or the
accommodation, etc. for 14 days after arriving in Japan.
* When you arrive in Japan, you will be asked to submit a written pledge regarding stay at home or the

accommodation and use of location information-confirming apps, etc. for the 14-day period after landing in
Japan. If you breach the pledge, your name and other information may be publicized. Foreign nationals may
be subject to procedures for revocation of residence status and deportation under the Immigration Control
Act.

The airport quarantine will check your smartphone when you
arrive in Japan.

If you do not own a smartphone or if you own a smartphone
that does not allow the installation of apps, please rent a
smartphone at the airport at your expense upon arriving in
Japan.

(1) Install Overseas Entrants 
Locator (OEL)
(Location information-confirming app)

Required for reporting your location 
information.

(2) Install and sign up for Skype or 
WhatsApp
(Video call app)

Required for answering video calls from persons 
in charge to confirm your location.

(3) Set your smartphone to save 
location information
(Settings on GoogleMaps, etc.)

Required for presenting a record of your 
location information to the health center or 
other facilities in case you tested positive after 
arriving in Japan.

(4) Install COVID-19 Contact-
Confirming Application (COCOA)
(Contact-confirming app)

Receive notifications about the possibility of 
contact with COVID-19 infected persons.

Required operating system versions;
iPhone：iOS 13.5 or later, Android：Android 6.0 or later

※ Updating your device may take a few hours. Please check the OS version 
information of your device before arriving in Japan.



(1) Install Overseas Entrants Locator 
(OEL)
(Location information-confirming app)

Google Play Store/App Store

(2) Install and sign up for Skype
(Video call app)

*If you install WhatsApp, you can 
communicate with WhatsApp. 

Google Play Store/App Store

(3) Set your smartphone to save 
location information
(Settings on GoogleMaps, etc.)

Google Play Store(Android)

(4) Install COVID-19 Contact-
Confirming Application (COCOA)
(Contact-confirming app)

Google Play Store/App Store

*Usually installed as a standard feature

Scan these QR codes to download apps.

*For iPhone, no app needed.

For information on how to install and set up the 
apps, please see this link.
https://www.mhlw.go.jp/content/000753114.pdf

* If you do not have the required apps installed and set up in advance, your airport
waiting time may be longer than others’.


