
本情報は、当局が公式に発表した情報を中心に掲載していますが、新型コロナウイルスを

めぐる対応策は流動的ですので、本情報の内容から更に変更されている可能性もあります。

当国への渡航を検討される際には、経由地の情報も含めて関係機関のホームページを参照

するほか、各航空会社等に確認するなど、最新の情報を十分に確認してください。 

 

２０２３年５月２日現在（前回からの変更箇所を赤字掲載） 

在東ティモール日本国大使館 

【東ティモールへ入国する場合】 

１ 出発地 

・東ティモール入国者は、ワクチン接種証明書（2 回以上の接種完了）の提示が必要です。

12 歳以上でワクチン接種を完了していない入国者は 10 日間の隔離が課されます。なお、

健康上の理由にてワクチン接種を受けることができない者は医師による正当な理由書

※を到着時に保健当局に提示しなければなりません。 

※理由書については英文で作成され医師の署名と医療機関印影が押されたもの、日本語の

場合には英語訳を付け翻訳者の署名を入れること。 

 

２ 東ティモール 

（１） ワクチン接種が 2回以上完了しているワクチン接種証明書を持つ入国者の場合 

・隔離期間なし。 

（２）12 歳以上のワクチン接種が 2 回完了していない入国者の場合 

・10 日間の隔離が課せられる。 

（３） その他 

・12 歳以下の児童は、隔離期間なし。 

 

３ 入国カードなどについて 

（１） 入国時に 

① 健康カード(保健省職員にワクチン接種証明書と共に提出) 

② 入国カード(入国審査官に旅券と共に提出) 

③ 電子旅客税関申告（預け荷物を引き取った後、税関職員が QRコードをスキャン） 

の提出が必要です。①及び②のカードは通常機内で配られませんので、到着後、空港ビル

に通じる連絡通路の記載台から入手する必要があります。 

③電子旅客税関申告が開始されております。空港到着後に空港内に設置されている専用

端末でも入力することができますが、以下のサイトにて事前に入力し、ＱＲコードをダウン

ロードするかスクリーンショットして準備されることをお勧めいたします。  

〇Timor-Leste electronic Single Window URL:  

https://tilesw.customs.gov.tl/#/eservice/traveller/declaration 



（ご参考） 

○当館ホームページ（東ティモール出入国時に提出する健康カード、入国カード、税関申告

書、出国カードの書き方について） 

https://www.timor-leste.emb-japan.go.jp/files/100457470.pdf 

 

（２） 飛行機から降りて入国するまでに時間がかかる場合があります。日中の最高気温は、 

一年を通じて 30℃台と比較的高温ですので事前に飲み物を準備することをお勧めしま

す。また、空港でビザを取得する方は両替所がございませんので、予め米ドルをご準備

ください。 

 

【東ティモールから出国し、日本へ帰国する場合】 

1 東ティモール 

 出国時に審査官に「出国カード」を提出する必要があります。この出国カードはチェック

インカウンター前の記載台に設置されております。 

 

2 日本 

 2023 年 4 月 29 日以降に入国される方については有効なワクチン証明書又は出国前検査

証明書の提示が不要となり、Visit Japan Webでの検疫手続きも不要となることが発表され

ました。Visit Japan Webによる「検疫手続き」機能は無くなりますが、「入国審査」「税関

申告」機能は引き続き利用できます。 

詳細は以下のリンク先をご確認ください。 

○Visit Japan Web 

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

 

【チャーター便に関する情報】 

当館が現在までに承知しているクアラルンプール及びシンガポール行きチャーター便に

関する情報は以下のとおりです。 

なお、マレーシア及びシンガポールにおいて入国する場合はそれぞれの国に入国に必要

な事前準備（アプリのインストール等）が必要です。政府機関、大使館または領事館、保健

機関などで最新の情報をご確認ください。 

 

以下の運航予定は状況により今後変更される可能性もありますので、チャーター便の利

用を検討される方は、直接各チャーター会社や航空会社へご連絡の上、詳細を確認するとと

もに、自ら最新の情報入手に努めてください。 

 

【当地チャーター便に搭乗するために必要なもの】 

https://www.timor-leste.emb-japan.go.jp/files/100457470.pdf


・接続便の E チケット（事前の提出が必要） 

・最新の情報をチャーター便運航会社に確認すること。 

 

（１） Air Timor社のチャーター便（Druk Air 機） 

0230 SIN 発 – 0730 Dili着（KB900） 0830 Dili発 – 1130 SIN 着（KB901） 

運航予定日： 毎週日曜日運航予定です。5 月 21 日（日）は議会選挙が開催されるため、代

わりに 18 日（木）に運航予定です。 

7 月より、既存の日曜日の便に加え、木曜日の便を運航開始する予定です。7月 6日（木）、

7 月 20 日（木）、8月 10 日（木）、8月 24 日（木）、9月以降は毎週運航となる予定です。 

（連絡先）Telkomcel: 7433-8888、Telemor: 7576-2888、Timor Telecom: 7777-8811 

WhatsApp：7394-9999、E-mail：enquiries@air-timor.tl 

（事務所）Timor Plaza, Level 3 (Suite 321-322) 

（フェイスブック）https://www.facebook.com/AirTimor.ManagedByNITA/?ref=py_c 

 

（２）Fly Timor社のチャーター便(Malindo/Batik Air 機) 

0215 KL発 - 0720 Dili 着（OD8213） 0820 Dili発 - 1140 KL 着（OD8214）  

運航予定日：5 月 11 日（木）、6 月 8 日（木）、7 月 6 日（木）、8 月 10 日（木）、9 月 7 日

（木）、10月 5日（木）、11月 9 日（木）、12月 21 日（木）  

※Dili発 KL着便は預入荷物スルー不対応のため、預入荷物をお持ちの場合はマレーシアに

入国し、荷物の回収および接続便への再チェックインが必要です。 

（連絡先）電話：7889-9888、WhatsApp：7889-9888、7469-6902、7469-6903、E-mail： 

bookings@flytimor.com 

（仮事務所）SANCAR Compound, Rua de Malinamoc 

（フェイスブック）https://www.facebook.com/flytimor/ 

 

２ 商用便の情報 

現在運航されている商用便情報は以下のとおりです。予告なしに変更される場合がござ

います。最新の情報はフェイスブックやウェブサイトからご確認ください。 

○デンパサール便  

（１） Aero Dili（機体：AirAsia） 

   毎週火、木曜日 

09:00 Dili 発 - 09:55 DPS 着（8G-181） 10:35 DPS 発 - 13:25 Dili 着（8G-182） 

4 月は全て欠航となりました。 

 (Web)：https://www.aerodili.com/ 

（フェイスブック）：https://www.facebook.com/aero.dili.5 

 

https://www.facebook.com/AirTimor.ManagedByNITA/?ref=py_c
https://www.facebook.com/flytimor/
https://www.aerodili.com/
https://www.facebook.com/aero.dili.5


（２） Wings Timor（機体：BatikAir） 

毎週水、土曜日 

09:00 DPS 発 – 12:00 Dili 着（ID8060） 13:00 Dili 発 – 14:00 DPS着（ID8061） 

(Web)：https://www.batikair.com/en/ 

(フェイスブック）：https://www.facebook.com/profile.php?id=100086306681256 

 

（３） Timor Airways （機体：Citilink） 

毎週月、水、金、日曜日 

09:25 DPS発 – 12:20 Dili 着（QG500） 13:20 Dili 発 – 14:10 DPS 着（QG501） 

(Web)： https://www.citilink.co.id/en/best-fare/Flight-to-Dili 

(フェイスブック)：https://www.facebook.com/profile.php?id=100071828680081 

 

○ダーウィン便  

（１） AirNorth社 

毎週月、水、金曜日 

フライト時間は頻繁に変更されますので、以下ウェブサイトからご確認ください。 

(Web)：https://www.airnorth.com.au/locations/timor-leste-dili/ 

 

（２） Qantas 社 

毎日 

13:30 DRW 発 – 14:20 Dili 着（QF351） 15:10 Dili 発 – 17:00 DRW 着（QF350） 

(Web)：https://www.qantas.com/gb/en/qantas-experience/timetables.html 

 

https://www.batikair.com/en/
https://www.facebook.com/profile.php?id=100086306681256
https://www.citilink.co.id/en/best-fare/Flight-to-Dili
https://www.facebook.com/profile.php?id=100071828680081
https://www.airnorth.com.au/locations/timor-leste-dili/
https://www.qantas.com/gb/en/qantas-experience/timetables.html

