各項目内の情報は
●▲■で分かれています

【国名】
50音順

【コロナ感染状況】
●10万人あたりの感染者数／死者数
（参考：日本は9,400名／26名）
グラフ：過去１年間の感染者数推移
●21,037名／287名

アルゼンチン

●312名／6名

アンゴラ

●3,186名／39名

インド

●368名／8名

ウガンダ

●5,417名／203名

エクアドル

●428名／7名

エチオピア
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【撮影許可とビザ】

【現地入国時】

●政府機関からの撮影許可の必要性
▲撮影に必要なビザの種類・取得方法

●入国に必要なコロナ関連書類
▲入国後の検査・隔離・待機

【日本帰国時】
水際対策色分け区分
帰国時検査と隔離

【撮影機材】
●機材持込時に必要な許可
▲現地でレンタル可能な機材

●40,579名／290名

ギリシャ

青
帰国時検査なし
帰国後隔離なし

●機材が少ない場合は不要
●多い場合は一時輸入手続が必要
▲多くの機材がレンタル可能

●全ての空港・国境は再開
▲殆どの主要国際線が通常運行
▲全ての国内線が通常運行
■陸路の移動制限なし

●屋内でのマスク着用、手洗い消毒など
の衛生管理
▲社会的距離の確保、こまめな検温、
器を共有しないなど
▲毎朝出発前に迅速抗原検査を行う

●現地クルーが登録されていれば許可必要なし
▲都市部では安定した４Gネットワーク利用可能
▲地方部ではWIFIが繋がらないこともある

●プレスセンター【CIAM】からの撮影許可証が必要
●撮影許可の取得まで最短2週間
●クルーは現地到着後にCIAMを訪問する必要あり
▲撮影許可取得後、駐日アンゴラ大使館でビザ申請

●ワクチン接種証明書 および
●日本出国72H以内のPCR陰性証明書
が必要、且つ
▲空港でのPCR検査あり
▲PCR検査での陽性者は自己隔離

黄
ワクチン3回接種者は
帰国時検査なし
帰国後隔離なし

●CIAMからの通関許可証が必要
▲レンタル機材は少数あるが高額
なので日本からの持込が望ましい

●全ての空港・国境は再開
▲殆どの主要国際線が通常運行
▲国内線は減便での運行
■陸路の移動制限なし
■場所により武装集団や地雷の危険有

●屋内でのマスク着用
●施設入場時にワクチン接種証明書や
陰性証明書の提示を求められる場合有
▲撮影時のマスク着用、社会的距離の
確保、手洗い消毒、こまめな検温など

●撮影内容により、現地クルーだけでも許可が必要
▲都市部においてもWIFIは不安定であり、
ビデオ通話は困難なことが多い

●国と警察の許可の他、場所により地域の許可が必要
●各許可は取得まで4~8週間程度必要
▲大使館でジャーナリストビザを申請、取得まで4~12週
▲小規模撮影の場合はオンラインで観光ビザ取得も可
観光ビザは48‐72Hで結果判明するが撮影制限有

●日本出国72H以内のPCR陰性証明書
のオンライン申告が必要
▲上記書類があれば到着時隔離無し
▲到着時無作為に2%を選んでPCR検査有

黄
ワクチン3回接種者は
帰国時検査なし
帰国後隔離なし

●ATAカルネ使用可能
▲ある程度の機材がレンタル可能

●全ての空港・国境は再開
▲殆どの主要国際線が通常運行
▲全ての国内線が通常運行
■陸路の移動制限なし

●特に無し。但し入国後14日間は検温等
のセルフモニタリングを求められる
▲一般的な感染防止策の他、混雑を避け
不衛生な場所での食事を避ける

●現地クルーは撮影許可不要
ただし撮影場所によっては地域の許可が必要
▲都市部では安定したネットワーク利用可能
▲地方部、山間部、セキュリティーの強いエリアでは
WIFIが繋がらないこともある

●コロナ後、撮影許可の取得手続が煩雑化
●メディアカウンシルからの撮影許可が必要
●内務省からのスペシャルパス取得後に撮影許可申請
●許可申請には日本警察からの犯罪経歴証明書が必要
▲エントリービザが必要 オンラインまたは大使館で申請

●ワクチン２回目以上接種証明書 および
●日本出国72H以内のPCR陰性証明書
が必要
▲上記書類があれば検査・隔離なし

青
帰国時検査なし
帰国後隔離なし

●機材通関許可が必要
▲ある程度の機材がレンタル可能
▲ドローン現地レンタル可能

●全ての空港が再開
▲殆どの主要国際線が通常運行
▲全ての国内線が運行中
■陸路の移動制限なし

●公共施設ではマスク着用
●屋外ではマスク着用は推奨
▲消毒、社会的距離の確保、検温など

●現地クルーは基本的に撮影許可不要
ただしバス乗り場など人混みでは撮影許可必要
▲都市部や主要幹線道路ではWIFI安定している
▲村や地方の道路ではWIFIが繋がらないことも

●国からの撮影許可は必要なし
●国立公園での撮影は許可が必要
●国立公園許可は取得まで場所により2週間から2か月
▲90日以内の滞在はビザ必要なし

●ワクチン接種証明書
が必要
▲上記書類があれば検査・隔離なし

青
帰国時検査なし
帰国後隔離なし

●機材通関許可が必要
▲レンタル可能な機材はごく少数
▲ドローン現地レンタル可能

●2022年1月より全ての空港・国境再開
▲全ての国内線は通常通り運行
■陸路の移動制限なし

●屋内でのマスク着用
▲撮影時のマスク着用、手洗い消毒、
社会的距離の確保、こまめな検温など

●現地クルーも撮影許可不要
●国立公園は現地クルーだけでも撮影許可が必要
▲都市部ではWIFIが安定している
▲ジャングルや地方ではWIFIが繋がらないことも

●撮影許可が必要、取得手続は煩雑
●情報省からの許可を取得後、州の許可を取得
●申請手続にはコーディネーターの先乗りが必要
▲ジャーナリストビザが必要 駐日大使館で申請
▲ビザ申請には情報省・入国管理局からの承諾が必要

●ワクチン接種証明書 または
●90日以内のコロナ回復証明書 または
●日本出国72H以内のPCR陰性証明書
が必要
▲上記書類があれば検査・隔離なし

青
帰国時検査なし
帰国後隔離なし

●情報省の機材通関許可が必要
▲レンタル可能な機材はごく少数
▲ドローン現地レンタル可能

●全ての空港・国境は再開
▲殆どの主要国際線が通常運行
▲国内線は減便運行、運航休止路線有
■ティグレ州とダナキル砂漠は政情不安の
ために立入困難

●コロナ規制は緩和されている
●マスク着用は義務ではなく推奨
▲消毒、社会的距離の確保、検温など

●現地クルーも情報省からの撮影許可証が必要
▲ビデオ通話可能なWIFI速度は都市部のみ
▲WIFI環境は急速に整備されつつある

●国からの撮影許可は必要なし
●政府機関・軍警察施設・空港や国境等は許可必要
▲90日以内の滞在はビザ必要なし

●日本出国72H以内のPCR陰性証明書
が必要
▲上記書類があれば検査・隔離なし

青
帰国時検査なし
帰国後隔離なし

●入国時に通関申請が必要
▲ドローン含め、ある程度の機材が
レンタル可能

●全ての空港・国境は再開
▲殆どの主要国際線が通常運行
▲全ての国内線が通常運行
■陸路の移動制限なし

●コロナ規制は完全撤廃
▲撮影時のマスク着用、手指の消毒、
社会的距離の確保、こまめな検温、
人混みを避けるなど

●現地クルーだけの場合も撮影許可必要なし
▲都市部では安定したWIFI利用可能
▲地方部ではWIFIが遅くビデオ通話は困難

●情報省からの撮影許可証が必要 取得まで1~2週間
▲ビザが必要 駐日大使館へ申請、またはアライバルも可
▲アライバル取得は観光ビザ、手続に一週間程度必要

●ワクチン接種証明書
が必要 無い場合は
▲到着時空港でのPCR検査
▲PCR検査での陽性者は自己隔離

青
帰国時検査なし
帰国後隔離なし

●事前の通関手続きが必要
▲レンタル可能な機材はごく少数

●全ての空港・国境は再開
▲殆どの主要国際線が通常運行
▲全ての国内線が通常運行
■陸路の移動制限なし

●コロナ規制は完全撤廃されたが、多くの
感染対策が推奨されている
▲マスク着用、消毒、社会的距離の確保、
こまめな検温など

●現地クルーだけの場合は撮影許可必要なし
▲都市部では安定したWIFI利用可能
▲地方部ではWIFIが遅くビデオ通話は困難

●国からの撮影許可は必要なし
●考古学サイトなど撮影許可が必要な場所あり
●場所により申請から取得まで１～８週間必要
▲3か月以内の滞在はビザ必要なし

●コロナ関連書類は必要なし
▲検査・隔離なし
●ワクチン証明書の持参が望ましい

青
帰国時検査なし
帰国後隔離なし

●ATAカルネ使用可能
▲多くの機材がレンタル可能

●全ての空港・国境は再開
▲殆どの主要国際線が通常運行
▲全ての国内線が通常運行
■陸路の移動制限なし

●撮影クルーに陽性者が出た場合は5日間
撮影を中止し、クルー全員を検査する
▲撮影時の感染検査、マスク着用、消毒、
社会的距離、クルーの少人数化、
こまめな検温など

●現地クルーも考古学サイトなどは許可が必要
▲ほとんどの地域でWIFIは安定している

●国からの撮影許可は必要なし
▲2か月以内の滞在はビザ必要なし

●ワクチン２回目以上接種証明書 および
●日本出国72H以内のPCR陰性証明書
が必要
▲上記書類があれば検査・隔離なし

青
帰国時検査なし
帰国後隔離なし

●事前の通関手続が必要
▲ドローン含め、ある程度の機材が
レンタル可能

●全ての空港・国境は再開
▲殆どの主要国際線が通常運行
▲全ての国内線が通常運行
■陸路の移動制限はないが、コロナにより
許可が取得しにくい撮影地あり

●特に無し
▲マスク着用、消毒、社会的距離の確保、
こまめな検温など

●現地クルーだけの場合も撮影許可必要なし
▲都市部ではネットが安定しているが、地方では遅い
▲地方でも安定した高速WIFIの用意可能

●KFCBからの撮影許可証が必要 数日間で取得可能
●内務省からのスペシャルパスが必要 取得まで約2週間
▲オンライン申請によるＥビザが必要

●ワクチン接種証明書
が必要
▲上記書類があれば検査・隔離なし
●日本出国72H以内のPCR陰性証明書
は持参するほうが好ましい

青
帰国時検査なし
帰国後隔離なし

●事前の通関手続が必要
▲ある程度の機材がレンタル可能

●全ての空港は再開
▲殆どの主要国際線が通常運行
▲殆どの国内線が通常運行
■陸路の移動制限なし

●屋外・屋内共にマスク着用が推奨されて
いろが、人々はあまりマスクをしていない
▲消毒、社会的距離の確保、こまめな
検温など

●現地クルーによる撮影時も撮影許可必要
●現地クルーだけの場合はスペシャルパス必要なし
▲都市部ではビデオ通話可能な場合もあり
▲地方部ではWIFIが遅くビデオ通話は困難

●国からの撮影許可は必要なし
▲3か月以内の滞在であれば観光ビザが必要
▲観光ビザは現地到着時に空港で取得可能

●コロナ関連書類は必要なし
（2022年4月に完全撤廃）
▲検査・隔離なし

青
帰国時検査なし
帰国後隔離なし

●事前の通関手続が必要
▲ドローン含め、ある程度の機材が
レンタル可能

●全ての空港・国境は再開
▲殆どの主要国際線が通常運行
▲全ての国内線が通常運行
■陸路の移動制限なし

●コロナ規制は完全撤廃
▲マスク着用、消毒、社会的距離の確保、
こまめな検温など
▲ワクチン接種済みのクルーを選ぶ

●現地クルーだけの場合も撮影許可必要なし
▲安定した高速WIFIデバイスを用意すれば、
ほとんどの場所でビデオ通話が可能

●文化省からの撮影許可が必要
▲90日以内の滞在はビザ必要なし
▲ただし、機材持込の場合はビザ取得が望ましい
▲ビザは駐日大使館で申請・取得

●入国14日以前のワクチン接種証明書
●日本出国72H以内のPCR陰性証明書
●日本出国48H以内の抗原陰性証明書
のいずれかが必要
▲上記書類があれば検査・隔離なし

青
帰国時検査なし
帰国後隔離なし

●事前に通関許可証を取得
●通関手続に数時間かかる場合有
▲ある程度の機材がレンタル可能

●全ての空港・国境は再開
▲殆どの主要国際線が通常運行
▲全ての国内線が通常運行
■陸路の移動制限なし

●公共交通機関や病院でのマスク着用
▲マスク着用、消毒、社会的距離の確保、
こまめな検温など

●基本的には現地クルーも撮影許可証が必要
●現地クルーの小規模撮影は必ずしも許可必要なし
▲多くの場所でビデオ通話可能だが繋がらない場所も

●情報省からの撮影許可が必要 取得まで7~14日
▲ビジネスビザが必要 オンライン又は現地到着時に取得

●ワクチン２回目以上接種証明書 または
●日本出国72H以内のPCR陰性証明書
が必要
▲上記書類が無い場合は入国後隔離

青
帰国時検査なし
帰国後隔離なし

●事前の通関手続が必要
▲基本的な機材はレンタル可
▲ドローンは現地レンタル可能

●全ての空港・国境は再開
▲主要エリアの国内線は運行中
■撮影許可があれば陸路の移動可能

●マスク着用
▲消毒、社会的距離の確保、検温など
▲コロナ患者がいる病院などの撮影は
避けるべき

●現地クルーは許可不要だが、場所により必要なことも
▲都市部や主要道路では４Gが利用可能
▲地方ではWIFIが繋がらない場所も多い

●情報省からの撮影許可が必要 取得まで約3週間
▲ビザは必要だが、駐日政府機関がないために
事前にランディングビザを取得して現地で発給

●14日前までに接種完了した接種証明書
が必要 上記書類がない場合は
▲空港でのPCR検査
▲PCR検査での陽性者は自己隔離

赤
ワクチン3回接種者は
３日間自宅隔離

●事前の通関手続が必要
▲レンタル可能な機材はごく少数

●全ての空港・国境は再開
▲殆どの主要国際線が通常運行
▲全ての国内線が通常運行
■陸路の移動制限なし

●マスク着用、手指の消毒、社会的距離の
確保、こまめな検温など
▲ワクチン接種済みのクルーを選ぶ

●現地クルーが登録されていれば許可必要なし
▲都市部でも悪天候時にはWIFIが切れることも
▲地方ではWIFIが繋がらない場所が多い

●通信省からの撮影許可が必要 取得まで約2週間
▲ビザは必要 オンライン申請後に現地空港にて取得

●ワクチン接種証明書 および
●日本出国72H以内のPCR陰性証明書
が必要、且つ
▲空港でのPCR検査あり
▲PCR検査での陽性者は自己隔離

青
帰国時検査なし
帰国後隔離なし

●事前の通関手続が必要
▲レンタル可能な機材はごく少数

●全ての空港・国境は再開
▲殆どの主要航空会社が通常運行
▲全ての国内線が通常運行
■陸路の移動制限なし

●マスク着用、社会的距離の確保
▲クルー人数は最小限にする
▲消毒、こまめな検温など

●現地クルーも情報省からの撮影許可証が必要
▲首都周辺以外はWIFIでのビデオ通話は難しい

●情報省のクリアランス証明書が必要 取得に約１ヶ月
●上記取得後にメディアコミッションの撮影許可証を申請
●上記取得後に各市の撮影許可を申請
●市場などの人混みでは管轄警察署への届け出必要
▲撮影の場合はビジネスビザ必要 アライバルで取得

●ワクチン2回以上接種証明書 または
●日本出国72H以内のPCR陰性証明書
が必要
▲上記書類があれば検査・隔離なし

黄
ワクチン3回接種者は
帰国時検査なし
帰国後隔離なし

●事前の通関手続が必要
●通関許可にはデポジットが必要
▲レンタル可能な機材はごく少数

●全ての空港は通常営業
▲殆どの主要航空会社が通常運行
▲殆どの国内線が通常運行
■陸路の移動制限なし

●空港など屋内でのマスク着用義務
▲マスク着用、消毒、社会的距離の確保、
こまめな検温など

●現地クルーは情報省の許可は必要ないが、
市からの許可が必要 場所によっては警察許可も
▲ネット環境は良くないが、都市部ではビデオ通話可能
▲地方部ではビデオ通話は困難

●国からの撮影許可が必要
●通常1か月かかるが、1週間程度に短縮可能な場合有
▲90日以内の滞在の場合はビザ不要

●日本出国72H以内のPCR陰性証明書
が必要
▲上記書類があれば検査・隔離なし

黄
ワクチン3回接種者は
帰国時検査なし
帰国後隔離なし

●ATAカルネ使用可能
▲ある程度の機材がレンタル可能
▲ドローン飛行の規制多い

●全ての空港・国境は再開
▲全ての国内線が通常運行
■陸路の移動制限なし

●特に無し
▲マスク着用、消毒、社会的距離の確保、
こまめな検温など

●現地クルーだけの場合も撮影許可必要
▲都市部や主要道路では４Gが利用可能
▲地方ではWIFIが繋がらない場所も多い

●情報省からの撮影許可が必要 在日大使館で申請
●取得まで通常約1か月だが、追加料金で短縮可能
▲ビジネスビザが必要 オンラインまたはアライバルで取得

●QRコード付のワクチン接種証明書
（接種回数はワクチンの種類による）
が必要
▲上記書類があれば検査・隔離なし

青
帰国時検査なし
帰国後隔離なし

●事前の通関手続が必要
▲レンタル可能な機材はごく少数
▲機材はカメラマンとセットでの貸出

●全ての空港・国境は再開
▲全ての国内線が通常運行
■陸路の移動制限なし

●特に無し 国民の殆どはマスクしていない
▲マスク着用、消毒、社会的距離の確保、
こまめな検温など

●現地クルーだけの場合も撮影許可必要
▲ネットが不安定でビデオ通話は困難な場合が多い

●各州政府からの撮影許可証が必要
●ラゴス州政府の撮影許可は取得まで約2~3週間
▲ビザは必要 駐日ナイジェリア大使館で申請・取得

●ワクチン3回接種証明書 が必要
▲ワクチン接種証明書があれば検査・隔離なし
無い場合は
●日本出国48H内のPCR陰性証明書 且つ
▲空港でのPCR検査あり 陽性時は自己隔離

青
帰国時検査なし
帰国後隔離なし

●撮影許可があれば通関許可不要
●トラブル防止のため警備員をつける
▲基本的な機材がレンタル可能

●全ての空港・国境は再開
▲全ての国内線が通常運行
■北部やニジェールデルタ地帯は政情が
不安定のために立入困難

●イベント・集会は収容人数の50%まで
▲マスク着用、消毒、社会的距離の確保、
こまめな検温など

●現地クルーのみの場合は許可は不要
▲都市部ではWIFI利用可能
▲地方部ではWIFIによるビデオ通話は困難

●フィルムコミッション【NFC】の撮影許可が必要
●登録プロダクションをとおして申請、取得まで約１週間
●国立公園は別途許可が必要、取得まで約3週間
▲撮影には一時労働ビザが必要、取得まで3～4週間

●ワクチン2回以上接種証明書 または
●日本出国72H以内のPCR陰性証明書
が必要
▲上記書類があれば検査・隔離なし

黄
ワクチン3回接種者は
帰国時検査なし
帰国後隔離なし

●ATAカルネ使用可能
▲ある程度の機材がレンタル可能

●全ての空港・国境は再開
▲殆どの主要国際線が通常運行
▲国内線は減便での運行中
■陸路の移動制限なし

●集会は1000人まで
●屋内や公共交通機関ではマスク着用推奨
▲マスク着用、消毒、社会的距離の確保、
こまめな検温など

●現地クルーもNFCの撮影許可証が必要
▲通信速度は遅いが、都市部はビデオ通話OK
▲砂漠を含めて町を離れると繋がらない

●国からの撮影許可は必要
●現地プロダクション経由で申請、取得まで2~3週間
●国立公園や世界遺産は別途許可が必要
▲観光ビザが必要、アライバルで取得

●ワクチン接種証明書 または
●日本出国72H以内PCR陰性証明書 且つ
●加入済みの旅行保険証
が必要
▲上記書類があれば検査・隔離なし

青
帰国時検査なし
帰国後隔離なし

●一時輸入許可証が必要
▲基本的な機材がレンタル可能
▲ドローン持込みは別途許可必要

●全ての空港・国境は再開
▲全ての国内線が通常運行
■陸路の移動制限無し

●マスク着用、ワクチンカードの提示が義務
▲消毒、社会的距離の確保、検温など

●現地クルーのみの場合は許可は不要
▲都市部ではWIFI利用可能
▲地方部ではWIFI不安定、場所によっては困難

●フィルムコミッションの撮影許可が必要
●公道での撮影は無料の許可を取得
●保護区での撮影許可は有料
▲21日未満の滞在はビザ不要
▲21日以上の滞在はフィルムビザが必要

●ワクチン3回接種証明書 または
●PCR検査か抗原検査陰性証明書
が必要
▲上記書類があれば検査・隔離なし

青
帰国時検査なし
帰国後隔離なし

●一時輸入手続きが必要
●機材持込の1か月前までに申請
▲ある程度の機材がレンタル可能

●全ての空港・国境は再開
▲殆どの主要国際線が通常運行
▲全ての国内線が通常運行
■陸路の移動制限なし

●特に無し
▲マスク着用、消毒、社会的距離の確保、
こまめな検温など

●現地クルーだけの場合は撮影許可必要なし
▲通信速度は遅いが、パナマ市ではビデオ通話OK
▲パナマ市以外ではWIFIが繋がらないことが多い

●国からの撮影許可は必要なし
●保護区等は撮影許可必要、取得まで約2週間
▲撮影内容により必要なビザが異なる
▲ビザは基本的にオンライン申請可能

●ワクチン3回接種証明書 または
●日本出国72H以内のPCR陰性証明書
が必要
▲上記書類があれば検査・隔離なし

青
帰国時検査なし
帰国後隔離なし

●機材が少なければ到着時申請
●機材が多ければ通関業者が必要
▲多くの機材がレンタル可能

●全ての空港・国境は再開
▲殆どの主要国際線が通常運行
▲全ての国内線が通常運行
■陸路の移動制限なし

●撮影クルーはワクチン3回接種義務
●マスク着用義務有
▲消毒、社会的距離の確保、検温など

●現地クルーも撮影地によっては許可証が必要
▲都市部では安定したWIFI利用可能
▲山間部など地方ではWIFIが遅くビデオ通話は困難

●国からの撮影許可が必要
●許可取得に要する期間は場所により異なる
●ダイヤモンドなどの鉱山は許可取得に数か月必要
▲90日以内の滞在はビザ必要なし

●ワクチン接種証明書 または
●日本出国72H以内のPCR陰性証明書
が必要
▲上記書類があれば検査・隔離なし

黄
ワクチン3回接種者は
帰国時検査なし
帰国後隔離なし

●ATAカルネ使用可能
▲基本的な機材はレンタル可能
▲ドローンレンタル可能
▲ドローン持込みは別途許可必要
▲国立公園上空はドローン不可

●全ての空港は再開
●国境は一部のみ再開
▲全ての国内線が通常運行
■陸路の移動制限無し

●マスク着用、消毒
▲社会的距離の確保、こまめな検温など

●現地クルーだけの場合も撮影許可必要
▲WIFIは都市部でもは弱く遅い
▲地方部ではWIFIでのビデオ通話困難

●国からの撮影許可証は必要なし
●国立公園等は許可必要、取得まで2～4週間
▲90日以内の滞在はビザ必要なし
▲大規模撮影の場合はビザが必要な場合あり

●コロナ関連書類は必要なし
（2022年6月に完全撤廃）
▲検査・隔離なし

青
帰国時検査なし
帰国後隔離なし

●ATAカルネ使用可能
▲多くの機材がレンタル可能

●全ての空港・国境は再開
▲殆どの主要国際線が通常運行
▲全ての国内線が通常運行
■陸路の移動制限なし

●2022年6月よりコロナ規制完全撤廃
▲マスク着用、消毒、社会的距離の確保、
こまめな検温、ワクチン接種済のクルー
を選ぶなど

●現地クルーだけの場合も撮影許可必要なし
▲都市部や主要幹線道路ではWIFI安定している
▲農村部や地方の道路では繋がらないことも多い

●フィルムコミッション【INICC】の撮影許可が必要
●申請から取得まで約1週間
●カーボデルガード州での撮影には別途許可が必要
▲観光ビザが必要、アライバル・オンライン等で取得

●日本出国72H以内のPCR陰性証明書
が必要
▲上記書類があれば検査・隔離なし

青
帰国時検査なし
帰国後隔離なし

●一時輸入許可証が必要
▲ある程度の機材がレンタル可能

●全ての空港・国境は再開
▲殆どの主要国際線が通常運行
▲全ての国内線が通常運行
■カーボデルガード州の一部地域では
治安不安定のため撮影が難しい

●公共の場所ではマスク着用
▲撮影時のマスク着用、消毒、社会的
距離の確保、こまめな検温など

●現地クルーもINICCからの撮影許可が必要
▲都市部では安定したWIFI利用可能
▲地方部ではWIFIが遅くビデオ通話は困難

●情報省からの許可が必要
●駐日モロッコ大使館へ申請、取得まで約１ヶ月
▲90日以内の滞在はビザ必要なし

●ワクチン接種証明書（詳細規定有）
または
●日本出国72H以内のPCR陰性証明書
が必要
▲上記書類があれば検査・隔離なし

青
帰国時検査なし
帰国後隔離なし

●ATAカルネ使用可能
▲レンタル可能な機材はごく少数

●全ての空港・国境は再開
▲殆どの主要国際線が通常運行
▲国内線は遅延やキャンセル多い
■陸路の移動制限なし
■文科系施設など再開していない場所あり

●衛生緊急事態発令中
●商業施設など利用時にワクチン接種
証明書の提示を求められることがある
▲マスク着用、消毒、社会的距離の確保、
こまめな検温など

●現地クルーも情報省からの撮影許可が必要
▲都市部や地方部では4G利用可能
▲僻地や山間部では繋がらない場所も多い

●国からの撮影許可が必要
●許可はオンラインまたは現地プロダクション経由で申請
●申請から取得まで約1週間
▲観光ビザが必要、オンライン申請後大使館で発給
▲30日以内の滞在はアライバルビザ取得可能

●日本出国72H以内のPCR陰性証明書
が必要
▲上記書類があれば検査・隔離なし
▲国立公園での撮影は検査が必要

青
帰国時検査なし
帰国後隔離なし

●事前の通関手続が必要
▲基本的な機材のみレンタル可能
▲ドローンレンタル可能
▲ドローン持込みは別途許可必要

●全ての空港・国境は再開
▲全ての国内線が通常運行
■陸路の移動制限なし

●ワクチン未接種者は公共施設の利用
に制限有り
●マスク着用、頻繁な簡易テストを奨励
▲消毒、社会的距離の確保、検温など

●現地クルーは1年間有効の撮影許可が必要
▲多くの場所では安定したWIFI利用可能

●5,710名／106名

グアテマラ

●628名／11名

ケニア

●20,188名／171名

コスタリカ

●12,279名／277名

コロンビア

●1,793名／22名

ザンビア

●97名／2名

シエラレオネ

●1,589名／20名

ジブチ

●1,725名／38名

ジンバブエ

●521名／12名

セネガル

●63名／2名

タンザニア

●127名／2名

ナイジェリア

●6,549名／161名

ナミビア

●3,383名／42名

ネパール

●21,983名／195名

パナマ

●11,705名／650名

ペルー

●13,814名／118名

ボツワナ

●6,751名／172名

南アフリカ

●734名／8名

モザンビーク

●3,413名／44名

モロッコ

●1,020名／12名

ルワンダ

【リモート撮影】
●現地クルーだけで撮影する際の許可
▲日本とのビデオ通話に必要なWIFI環境

●ワクチン２回目以上接種証明書 および
●日本出国72H以内のPCR陰性証明書
が必要
▲上記書類があれば検査・隔離なし

●539名／5名

ガーナ

【コロナ関連】
●コロナによる行動制限（法令）
▲その他現地で有効な感染防止策

●国からの撮影許可は必要なし
●国立公園や州保護区は許可必要、取得まで約1か月
▲小規模撮影の場合は入国ビザ不要
▲大規模撮影の場合は労働ビザ取得が必要な場合あり

●2,791名／65名

エルサルバドル

【移動】
●現地の空港・国境の状況
▲国際線・国内線運行状況
■国内の移動制限

