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マレーシア入国のための新ポータル導入 
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2021 年 3 月 3 日より、マレーシアへの入国を希望するビジネス目的の渡航者は、専

用ポータル（セーフトラベルポータル Safe Travel Portal）を介して入国許可を申請す

ることになりました。このポータルは、マレーシア政府が 2020 年 10 月 2 日から進

めているマレーシアへのビジネス目的の入国を迅速化することで渡航者の移動を容

易にするために設置したワンストップセンター(OSC)構想の一環で、国際通商産業省

(MITI)、マレーシア投資開発庁(MIDA)、保健省(MOH)、マレーシア出入国管理局(IMI)

が関与し、マレーシアに入国する前に渡航者の合法性と健康状態を確実にするもの

です。 

 

同ポータルは短期および長期のビジネス渡航者に適用され、マレーシアへの入国を

容易にするための情報とアドバイスも掲載されています。 

 

短期ビジネス渡航者 

雇用パス等のいかなるパスも所持しておらず、14 日以内の滞在を予定しているビジ

ネス渡航者は、OSC 委員会の承認と厳格な行動規則（SOP）の遵守を条件に、入国

後の隔離が免除される場合があります。出発日までのマレーシア滞在期間中は専任

のリエゾン・オフィサーが付き、承認された行程計画表に従ってのみ移動すること

が許可されます。 

 

短期ビジネス渡航者のカテゴリーは以下の通りです。 

 

1. マレーシアで事業を行おうとする潜在的投資家 

2. 在マレーシア企業のオーナー、取締役会メンバー、経営幹部および関連者等の

既存の投資家（雇用パスなし） 

3. 商業生産前の製品チェックのためのビジネス顧客 

4. マレーシアでひとつまたは複数の顧客に緊急のサービスを行う技術専門家 

 

短期ビジネス渡航者は渡航予定日の 14日前までにオンラインで申請が必要です。可

否決定は 3 営業日以内に通知されます。上記の渡航者が 14 日以上の滞在を希望する

場合は、長期ビジネス渡航者としての申請となります。 

 

長期ビジネス渡航者 

下記の有効なパスを保有し、14 日超の滞在を予定する渡航者は、保健省ガイドライ

ンに従って隔離が必須です。 

 

https://safetravel.mida.gov.my/


長期ビジネス渡航者のカテゴリーは以下の通りです。 

1. 海外に足止めされている新規/既存の海外駐在員。すなわち、現在有効な雇用パ

ス（EP）、レジデントパス(RP-T)の保持者 

2. プロフェッショナルビジットパス (PVP)を保有する新規/既存の外国人技術専門家 

3. 地域拠点、駐在員事務所やプリンシパルハブの駐在員等、頻繁な出入国を伴う

外国人ビジネス渡航者 

4. 永住権(PR)保有者 

5. マレーシア・マイ・セカンドホーム (MM2H) ビザ保有者 

6. 頻繁な出入国を伴うマレーシア人ビジネス渡航者 

7. ソーシャルビジットパス保有者 

 

すべてのビジネス渡航者はマレーシアへ出発する前に、マレーシア大使館または高

等弁務官/総領事館からの入国ビザ(Entry Pass)取得が必要となります(該当する場

合)。 

 

コメント 
 

マレーシアへの入国を希望する外国人は、出入国管理局長から入国許可を得る必要

があります。このセーフトラベルポータルは既存の MyEntry ポータルとリンクして

います。これまでと比べて新しい点は、短期ビジネス渡航者(14 日以内のマレーシ

ア滞在)と長期ビジネス渡航者(14 日超のマレーシア滞在)の区別があることです。 

 

MIDA への問合せでわかったこと 

1. マレーシアへ戻りたい既存の雇用パス保有者（ビジネス目的のみ）は、短期/長

期のビジネス渡航者カテゴリーを選択できます。マレーシア入国が長期就労目

的である場合、オプションはポータルの長期ビジネス渡航者（マレーシアに 14

日超滞在）カテゴリーのみとなります。 

2. 緊急のサービスを行う技術専門家は、短期ビジネス渡航者（14 日以内）として

マレーシア全土のひとつまたは複数の顧客にサービスを提供することが許可さ

れています。 これはひとつの会社のひとつの契約/プロジェクトに制限されてい

るプロフェッショナルビジットパスの保有者と比較して、様々な顧客へのアク

セスが可能ということになります。 

 

マレーシア滞在日数が暦年で 60 日を超えるビジネス渡航者は、所得税の問題があ

ることにご注意下さい。 

https://myentry.myxpats.com.my/app/


 

お問い合わせ 

ご不明点がございましたら、下記、デロイトタックスサービス又は日系企業サービスの

渡、又は秋元までご連絡下さい。  

 
Deloitte | Tax | Global Employer Services  

Name  Number Email 

Cynthia Wong Director 03- 7610 8091 cywong@deloitte.com  

Lim Sau Chuin  Associate Director 04- 4218 8888 saulim@deloitte.com 

Deloitte Japanese Services Group 

名前 電話番号 Email 

渡 喬 Director                 03 7650 6452 twatari@deloitte.com  

秋元啓孝 Senior Manager   03 7610 8905 akimoto@deloitte.com 
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