
FIFA ワールドカップ カタール２０２２関連情報 

令和 4 年 1１月６日 

 

FIFA ワールドカップカタール 2022 が 、2022 年 11 月 20 日から 12 月 18 日までの期間に開催され

ます。ワールドカップ開催時の入国に関する情報は随時更新されていますので、下記公式サイト等に

て最新情報をご確認ください。 

 

カタール ワールドカップ公式サイト：https://www.qatar2022.qa/en/home   

FIFA 公式チケットサイト： 

https://www.fifa.com/tournaments/mens/worldcup/qatar2022/tickets  

ハヤカード公式サイト：https://hayya.qatar2022.qa 

ハヤカードホットライン：メール  info@hayya.qa               

                                          電話     ８００―２０２２（カタール国内用） 

                   ００９７４―４４４１２０２２（海外から）            

宿泊予約公式サイト：https://www.qatar2022.qa/book  

医療情報提供サイト：https://sportandhealth.moph.gov.qa/EN/faninfo/Pages/Homepage.aspx 

警察・救急電話番号：999 

 

ハヤカード 

ハヤカードとは 2022 年 11 月 1 日から１2 月 23 日の間にカタールに入国をする際、「渡航許可書・

数次査証」、「試合観戦のファン ID」及び「公共交通機関の利用券」として使用されるカードの名称

です。カタール政府による現時点の説明では、カタール在留者等を除き、ハヤカードを所持していな

い渡航者は、原則、上記期間内にカタールに入国することが出来ません。上記期間から継続してカタ

ールに滞在される方は、2023 年１月 23 日までハヤカードで滞在が可能となります。 

 

ハヤカードの取得にはハヤカード公式サイト・アプリによる事前申請が必要となり、原則として申

請するためには、観戦チケットの取得及び宿泊先の確定後（１２月２日以降は観戦チケットなしでも

可）であることが必要です。 

ただし、観戦チケットを取得済みのハヤカード保持者は、３名まで（12 歳未満は人数に含まず）の

観戦チケットをお持ちでない家族・友人を帯同することが可能です。ただし、主体となる観戦チケッ

ト取得済みのハヤカード保持者は、事前にアプリなどで帯同者を登録した上、それぞれの帯同者自身

も事前にハヤカードに登録・取得する必要があります。なお、観戦チケット未取得者の申請費用は１

人５００カタール・リヤル（観戦チケット取得者は無料）となります。 
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ハヤカードには、宿泊を伴う観戦者を対象とした一般ハヤカードと 24 時間以内の滞在を許可する日

帰り観戦用ハヤカード(Match Day Visit)の２種類が発行されます。 

また、携帯電話のハヤアプリ上で管理されるデジタルハヤカードとカタール国内で取得可能なカー

ドタイプのハヤカードがございますが、デジタルハヤカードを持っていれば何ら問題ありません。 

 

入国要件 

（ハヤカード） 

試合観戦予定の方は、観戦チケットの取得及び宿泊先を確定後、ハヤカード

https://hayya.qatar2022.qa/またはハヤアプリでの申請が必須となります。 

ハヤカード保持者には、ワールドカップ期間中のカタール入国に必要な渡航許可書・数次査証とし

て Hayya Entry Permit が E メールで送付されます。なお、ハヤカードは、試合観戦の試合会場入場の

際にはファン ID として提示が求められる ID カードであり、ハヤカードを提示することによって１１

月１０日から１２月２３日までは、メトロやバスなどの公共交通機関を無料で利用することが出来ま

す。 

 

2022 年 11 月１日から 2022 年 12 月 23 日までの間にカタールに入国する際は、入国目的が商用や

親族訪問などのワールドカップ観戦以外の目的であっても、短期滞在者はハヤカードの申請・取得が

必須となります。ハヤカード取得の遅延トラブルなどを避けるためにも、お早めにカード申請するこ

とをお勧めします。 最新情報を上記公式サイトからご確認ください。 

 

非公式団体で購入されたチケットは無効になる可能性がありますので、観戦チケットは上記 FIFA 公

式サイトよりお求めください。ワールドカップ開催中に、滞在中のカタールから他国に旅行に行かれ

る際は、訪問国及び経由国の入国やトランジット要件もご自身にてご確認ください。 

 

（Ehteraz App～新型コロナウイルス関連アプリケーション～） 

 18 歳以上の渡航者（保護者を伴わない場合は 12 歳以上）は、スマートフォンに新型コロナウイル

ス関連のアプリケーション（Ehteraz App）をインストールし、医療施設への入場の際に使用する必要

があります。（日本出発前 48 時間以内の PCR 検査又は 24 時間以内の迅速抗原検査の陰性証明は 11

月 1 日以降必要なくなりました。）そのために、渡航者は以下の点にご留意ください。 

○ 地元通信会社のカタール SIM カード（Ooredoo 又は Vodafone）又は国際的な SIM カードを使

用すること 

○インターネットアクセスが可能であること 

○ Android6 又は IOS13.5 以上のスマートフォンであること 

https://hayya.qatar2022.qa/


なお、SIM カード及びスマートフォンはハマド国際空港等において購入可能です。 

 

宿泊 

日本を出国される前までに宿泊先の手配は必ずお済ませください。宿泊を伴うカタール滞在におい

ては、宿泊情報の入力がなければ 渡航許可書・数次査証となるハヤカードは発行されませんのでご注

意ください。 

ワールドカップ開催中の宿泊先手配の手続きは平常時とは異なることにご留意ください。宿泊予約

公式サイト https://www.qatar2022.qa/book が主要サイトとなっていますが、こちら以外からでも手

配が可能ですのでご活用ください。 

 

上記期間中にカタールに入国をされる際はハヤカードが必須となります。カタールに２４時間以上

滞在する方は、ハヤカード申請時に宿泊予約情報の入力が無ければカード申請手続きを完了すること

が出来ませんのでご注意ください。 

 

宿泊施設には泊まらずに 親族や知人宅に滞在をしてワールドカップ観戦をされる場合は、受入れ側

がハヤカード公式サイトにおいて登録手続きをすることになっています。 

また、宿泊を伴わない日帰り観戦に関しては、日帰り観戦用ハヤカード（Match Day Visit）が発行

されます。ただし、日帰り観戦用ハヤカードの場合、カタール滞在は 24 時間以内である必要があり、

24 時間を超過した場合は不法滞在として処罰の対象となりますのでご注意ください。 

 

保険 

予期せぬトラブルや事故に備えて海外旅行保険へ加入してください。 

加入される海外旅行保険の規定・補償内容を確認し、旅行中の活動内容がカバーされていることを

ご確認ください。カタールの医療は充実しておりますが、保険がなければ高額な請求をされる可能性

がありますのでご留意ください。 

 

日本国内で処方もしくは購入された薬の持ち込みに関しては日本の規定とは異なる可能性もありま

すので、詳細は駐日カタール大使館（電話：東京 03-5475-0611）にお問い合わせください。 

 

カタール入国の新型コロナウイルス感染予防対策措置や規定はワールドカップ開催時には変更され

ている可能性があります。カタール保健省および駐日カタール大使館のサイト、またはご利用の旅行

会社等にて最新情報を随時ご確認ください。 

カタール保健省   https://covid19.moph.gov.qa/EN/Pages/default.aspx 

駐日カタール大使館 https://tokyo.embassy.qa/en 

https://www.qatar2022.qa/book
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カタールの法律と慣習 

カタールはイスラム教国です。カタールの法律や慣習は日本とは大きく異なりますので、出発前に

カタールの法律や慣習について理解を深め、敬意を持った行動をすることが求められます。モスクや

祈祷室などの宗教的な場所においては特に行動や服装にお気を付けください。 

 

露出の多い服装は避け、特に宗教的な場所、博物館や政府関連施設を含む公共の場では、肩と膝が

隠れた服装をご着用ください。ホテルのビーチやプールにおいては水着の着用が認められています。 

 

カタールでは、外交団地区や軍事施設、空港、政府機関庁舎、天然ガスプラント、治安関係機関、

港湾施設等の重要施設を含む区域においては、当局の許可を得ない写真撮影は原則禁止されていて、

治安当局は違反者に対して逮捕・勾留を含む厳しい姿勢で臨んでいます。例年、禁止場所を写真撮影

したことにより日本人旅行者等が警察官に拘束される事案が発生しています。カタール国内で写真撮

影をされる際には、その場所が撮影禁止区域に指定されていないか、周囲に軍事施設等の重要施設が

存在していないか等に十分にご注意ください。 

 

カタールでは写真を撮影されることについて保守的な人が多く、人物を撮影される際は十分注意が

必要です。特にカタール人女性や他のアラブ人女性を無断で撮影することは、大きなトラブルの原因

となります。 トーブ（男性の着用する白い民族衣装）やアバヤ（女性の着用する黒い、全身を覆う衣

装）を着た人々は、日本人からすれば珍しく、写真撮影をしてしまいがちですが、特に女性の場合は

撮影前に必ず許可を求めてください。 仮に風景等を撮影する場合でも、そこに女性が居る時には、そ

の女性を撮影しているかのような誤解を与える行為は注意が必要です。 

 

日本では合法である物品（豚製品、アルコール、宗教的偶像、ポルノ関連等）であってもカタール

では違法にあたります。これらの物品をカタールに持ち込んだ際には厳しい罰則が科せられますので

ご注意ください。また、到着後のハマド国際空港において高性能機器を使用した厳格な荷物検査を実

施していますので、禁止物品を持ち込むことのないように十分ご注意ください。 

 

カタールでは同性愛は違法です。また、性別、性的指向、意図に関係なく、公の場での親密な行動

はトラブルになる可能性がありますのでご注意ください。 

大会運営陣側は、未婚の友人やカップル（LGBT を含む）が同じ部屋に宿泊することに制限がない

ことを公式サイトにて発表しています。 



（公式 Q&A サイト https://hayya.qatar2022.qa/web/hayya/faqs において LGBT で検索されるとご

確認いただけます。） 

 

アルコールと薬物 

カタールでは認可されたホテルのレストランやバーのみでアルコールが提供されます。飲酒可能な

年齢は 21 歳以上で、公共の場での飲酒は禁止されております。また、カタールへのアルコールの持ち

込みも禁止されており、到着後のハマド国際空港において高性能機器を使用した厳格な荷物検査を実

施しています。 空港免税店にてお酒を購入、持ち込みすることもできません。 

 

ワールドカップ試合会場へのお酒の持込みも禁止となっていますが、試合前３時間及び試合後１時

間のみスタジアムに隣接した特設会場でのみアルコールが提供される予定となっています。ただし、

公共の場で泥酔することは法律で禁止されており、トラブルとなる可能性が高いことからくれぐれも

飲み過ぎることのないようご注意ください。 

 

麻薬の所持・使用も禁止されています。少量を所持している場合も厳しい刑罰が科されます。 

麻薬に関する犯罪は一切許容されることなく厳しい刑罰が科されます。 少量であっても麻薬の所

持、使用、密売、密輸に対する刑罰は、長期の監禁刑、多額の罰金、国外追放の対象となります。 

 

防犯対策 

 ワールドカップ開催期間中は、観光客を狙った窃盗、スリ、置き引きなどの発生が増加することが

予想されます。スタジアム、レストラン、公共交通機関など狙われやすい場 所では油断せずに周囲に

気を配りましょう。 荷物は必ずご自身の視界内に保ち、混雑する場所では、前に抱えるようにして所

持してください。犯罪者は、一瞬の隙を見逃しません。 

また、人が多く集まる場所ではテロの可能性がありますので以下 の点にご注意ください。  

●目立たない服装を心がけ、高価な物は身につけない。 

●観戦時は置き引きに注意し、旅券や貴重品は肌身離さない。  

●不審な人・物を見かけたら、速やかにその場から離れる。 

 

 盗難・紛失の際には、盗難・紛失届を最寄りの警察署に届け、盗難・紛失証明書を入手してくださ

い。旅券（パスポート）の発給や保険会社に請求する際に必要となります。旅券を盗難・紛失した場

合には、在カタール日本国大使館にて「旅券」または「帰国のための渡航書」が発給 できますが、同

申請には旅券用写真、戸籍謄本も必要となりますので、万が一に備えて事前に準備されることをおす

https://hayya.qatar2022.qa/web/hayya/faqs


すめいたします。クレジットカードの 盗難に遭った場合は、直ちにクレジットカード会社に連絡し手

続きを 止めてもらいましょう。  

 

●旅券の再発給に必要な書類等（申請日の翌々日発行（休館日を除く）） 

・紛失・盗難証明書（警察が発行） 

・紛失一般旅券等届出書 1 通 

・一般旅券発給申請書 1 通 

・写真（縦 4.5cm×横 3.5cm）２葉 

・戸籍謄本又は抄本 １通（6 か月以内に発行されたもの） 

・身元確認ができる書類（運転免許証等） 

・手数料（令和４年度） 

10 年旅券 533 カタール・リヤル 

5 年旅券 367 カタール・リヤル（12 歳未満は 200 カタール・リヤル） 

●帰国のための渡航書の発給に必要な書類等（即日発行） 

紛失、盗難、焼失の場合で、新規旅券の発給を待つことが出来ず緊急に帰国する必要がある 

場合。なお、第三国に滞在せず、直行便又はトランジットのみで日本に帰国する場合に限り発 

給可能です。 

・紛失・盗難証明書（警察が発行） 

・紛失一般旅券等届出書 1 通 

・渡航書発給申請書 1 通 

・写真（縦 4.5cm×横 3.5cm）２葉 

・戸籍謄本又は抄本 １通（6 か月以内に発行されたもの） 

・身元確認ができるもの（運転免許証等） 

・日程表または帰国便の E チケット 

・手数料（令和４年度） 83 カタール・リヤル 

● 緊急にお金が必要なとき 

以下の海外送金サービスを利用して日本から送金してもらうことができます。受け取りには、現 

地の加盟代理店の銀行等に行き、手続きを行いますが、旅券、送金番号と秘密の質問の答え（送 

金者に要確認）が必要です。 

★ ウェスタンユニオン（Western Union）社 http://www.westernunion.co.jp/jp/ 

 

カタール国内での移動 

２０２２年カタール大会は歴代のワールドカップの中で最もコンパクトな大会となり、ほぼ全ての

スタジアムは首都ドーハ周辺に集中しています。ドーハ中心部は各所において交通規制が実施される



予定となっており、大会期間中のドーハおよびカタール国内の移動は非常に混雑することが予測され

ます。特に試合観戦の際にはスタジアムまでの移動手段や移動時間などは余裕をもってご計画くださ

い。 

 

ハヤカードを提示することで大会期間中は、バス、地下鉄、路面電車などの公共交通機関を無料で

利用することができます。 

 

カタールの道路事情は日本と比べ交通量も事故も多く、車線を守らない、ウインカーを出さずに突

然曲がる、無理な割り込みや追越しを行う、横断歩道で止まらない、制限速度を大幅に超えて運転す

るなどの危険な行為が多く見受けられます。歩行者を含む事故が多数発生しておりますのでご注意く

ださい。タクシーや Uber などに乗車する際には、安全のため必ずシートベルトを着用ください。 

 

レンタカーのご利用について、カタールは日本が発行する国際運転免許証の有効な国に含まれてい

ません。一方で、車の貸出しに応じるレンタカー業者がありますが、日本が発行する国際運転免許証

でカタールで運転できる法律的な根拠はないため、事故の際には無免許運転として高額な罰金や禁錮

などの厳しい処罰を受ける可能性がありますので、公共交通機関をご利用ください。 

 

（在カタール日本国大使館） 

所在地：Building No.50, Street No.910, Zone No.66, New Diplomatic Area, Onaiza, Doha  

電話番号：+974-4440-9000 (24 時間対応、当館電話交換台は午前 7:30 - 午後 3:00） 

E メール：eojqatar@dh.mofa.go.jp 

当館 HP：https://www.qa.emb-japan.go.jp 

開館時間：日曜～木曜 午前 7:15 - 午後 4:00 

 領事窓口：午前 7:30 – 午後 3:00     

mailto:eojqatar@dh.mofa.go.jp
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