登録には時間がかかるので、
旅行が決まった段階で早めに
ダウンロードして登録してください

2022年4月15日更新

My Sejahtera 登録方法

※常に最新バージョンの
アプリをご利用下さい

My Sejahtera アプリをダウンロード
Apple, Google Play等で「My Sejahtera」と検索

A：登録します
1.登録

2.個人情報登録（1/2）

電話番号

姓名（フルネーム）

2.個人情報登録（2/2）

パスワード（好きなものを登録）
パスワード（好きなものを登録）の再確認

E-mailアドレス

パスポート番号

登録した携帯電話にSMSでOTP
（ワンタイムパスワード）が届きま
すので、
登録画面の「OTP」に番号を入力
してください

年齢
性別（男性 Male/女性 Female）

民族（Others を選択）

現住所（日本のもの）

国「Japan」を選択し、
携帯電話番号の「0」を抜いた番号を
入力します

OTPを入力し「I’m not a robot」に
✓をいれ「Submit」をタップ

郵便番号（ハイフンなし）

州（マレーシア内しか選択できないので、
好きなものを選択）

詳細を入力し「I’m not a robot」に
✓をいれ「Submit」をタップ

任意のパスワード（6文字以上25文字迄）
を入力し、
「I’m not a robot」をチェックし
「Confirm」をタップ
Successが出たら
登録完了です。
この後、
利用が可能になると
お知らせSMSかメールが
届きます。
届かなくても、
次ページのプロフィールが
表示されれば登録完了
しています

My Sejahtera 登録方法 （続き）
登録完了すると、
画面が下記のようになります
☆チェックイン画面

☆プロフィール画面

【よくある質問】
Ｑステータスが変わりません
お名前
パスポート番号

登録番号/アドレス
パスポート番号

州

Ａ画面のステータスが変わらない場合はアプリを閉じ、
再度アプリを開け「Refresh」を押して更新してみて
ください。
または、出発まで日数がある方は、数日経ってから
再度確認してみてください。
【ご注意】
アプリ内の質問事項や項目は予告なしに変更となる事があり、
ご案内している内容とは異なる場合もあります。

B：日本のワクチン接種証明書の登録方法

ご出発2週間前（目安）までにはご登録下さい

パスポート番号

ユーザー登録した手段を選
択
（電話番号かメール）
+81

電話番号

携帯電話番号（0を取って入力）

電話番号(携帯電話可能）入力

1回目のワクチン種類情報（選択）

1回目のワクチンを接種した国（選択）

1回目のワクチン接種日

1回目のワクチンのロット/シリアル番号

My Sejahteraアプリ
のTravelerをタップ

Overseas
Vaccination Details
をタップ

本人のものか家族のもの
かを選択

登録した電話番号
またはE-mailを入力し
Nextをタップ

今回登録するワクチンの回数
を選択
A 1回目
B 2回目
C 1回目＆2回目
Ｄ ブースター（1回目・2回目）
※2回接種済で今回初めての登録の
場合はC:Bothを選択。
※ブースターまで終わっている方は、
Cを選択し、登録後再度Dのブース
ターを選択して入力します。

2回目のワクチン種類情報（選択）

2回目のワクチンを接種した国（選択）

2回目のワクチン接種日

2回目のワクチンのロット/シリアル番号

ワクチン情報を入力し
「Next」をタップ

B：日本のワクチン接種証明書の登録方法（つづき）

地方自治体発行の
ワクチン証明書の写真を
撮り、アップロード

または
電子証明書のデータを
ダウンロード（QRコード）
し、アップロード

アップデートされるまでに約
５営業日かかります
※それ以上かかる場合も
あります。

Check-in のページで
ステータスを確認できます

ワクチン接種証明書が承
認されるとステータスが
Fully Vaccinatedに変
わります。

Profileのページに
デジタル証明書が表示
されます。
滞在中表示を求められた
ら、これを提示して下さい

ワクチン接種証明書の取り込みには時間がかかるので、
旅行が決まった段階で早めに手続きされる事をおすすめします

2.情報入力（必須）

C：Pre Departure Formの入力＆
Traveller’s Cardの発行

出発する国（Japan)

ご出発1週間前～当日まで登録可能

国籍（選択） Non-Malaysian を選択

旅行の手段（飛行機、陸路、海路）

1.MySejahtera を開く

マレーシア国内の連絡先（電話番号）

2.情報入力
市民権を選択（Japanese)

パスポート番号

ワクチン接種回数
1回/2回/3回/それ以上

搭乗便名

搭乗日（出発日）

接種したワクチンの種類（選択）

マレーシア到着日と時間
職業（選択）

「Travel for (お名前）」
をタップ
年齢

マレーシア滞在中の住所
（ホテル名や住所を入力）

マレーシアでの滞在先の州（選択）
性別(選択）

「Traveler」をタップ

「Start」 をタップ

ご注意
出発日や便名の変更があった場合、再度入力し直しになりますので、
全て確定してから入力をお願いします

過去60日以内にコロナに感染しましたか？

マレーシアでの滞在先の郵便番号
旅行目的（選択）

マレーシア国内の連絡先（名前）
※ホテル名等

マレーシアに週3回以上旅行しますか？

全ての項目を入力したら
submitをタップ →

過去14日に、咳、呼吸困難、のどの痛み、
嗅覚味覚障害の症状がありましたか？
（はい・いいえ選択）

C：Pre Departure Formの入力＆
Traveler’s Cardの発行（続き）

4. 陰性証明書の登録

質問事項に回答し、
陰性証明書を撮影しアップロードします。

陰性証明書取得後

3. Traveler’s Cardの発行
接種
完了

接種
未完了

一般の旅行者の場合は
こちらを選択

一週間に何度もマレーシアを
行き来する方はこちらを選択

入力完了すると、
トラベラーズカードが発行されます
●ワクチン接種完了
⇒青のトラベラーカード
●ワクチン未完了
⇒赤のトラベラーカードが
※赤のトラベラーカードの方には、
到着後強制隔離の
「Home Surveillance Order」
も発行されます。

トラベラーズカードにある
「Pre-Departure Test」
をタップ

検査日を入力

陰性証明書を撮影し、アップロード
し「Submit」をタップ

登録したら、
「Refresh」をタップし更新し
ます。ステータスが
「Submitted」に変わります
稀にステータスが消えてしまう
事があるようなので、
必ずスクリーンショットを撮って
おいてください。

出発前にアプリダウンロードとトラベラーカードが未発行の場合
ご搭乗頂けない場合がありますので、必ず事前に完了してください。

日本出発前
My Sejahtera
のダウンロード
と
必要事項の入力
① 新規登録＆有効化する
② Pre-departure Form入力
③ 出発2日前以内のPCR検査の結果
を入力
④ワクチン証明書の取り込み

•
接種
完了

トラベラーズカードが発行されます
接種
未完了

入国の流れ
KLIA到着

陰性

入国審査
＆
サーモスキャン
体調自己申告

青の
トラベラーズ
カード

赤の
トラベラーズ
カード

到着
24時間
以内の
RTK-AG
検査

サラワク州へ乗継
は、KLで検査＆
隔離

Low Risk
となり
自由に
行動可能

7日間の
強制隔離

2回目の検査
5日間の
強制隔離

陰性

4日目：PCR
又は
5日目：RTK
陽性

10日間の
強制隔離
陽性

ご滞在を
お楽しみください

陽性

サラワク州へ
乗継は、
KLで検査。
半島・サバ州は
最終目的地で
も可能

到着24時間
以内の
RTK-AG検査

隔離者（HSO)が発行されます

Low Risk
の表示になり、
自由に
行動可能

更に5日
の隔離

陰性

自由に
行動可能

