
 

7月27日更新： 

・対象クリニックが追加されました。（日本メディカルケア） 

・規定数に達しましたため、ジャパングリーンクリニックでの受付を終了いたしました。 

 

7月21日更新： 

・対象クリニックが追加されました。（ラッフルズジャパニーズクリニック Orchard 分院） 
 

 

各位 

2021 年７月 5 日 

シンガポール日本人会 

シンガポール日本商工会議所 

 

シンガポール在留邦人向け PCR 検査費用支援のお知らせ 

 

今般、日本政府より在外諸団体を通じて行われる海外在留邦人・日系人への新型コロナウイ

ルスの感染拡大防止やビジネス環境作りを目的とした事業への支援スキームを利用し、シン

ガポール日本人会とシンガポール日本商工会議所は、シンガポール在留邦人の方々が利用さ

れる PCR 検査の費用を支援する事となりました。詳細は以下の通りです。 

 

事業運営者 

 

シンガポール日本人会 

http://www.jas.org.sg/news/pcr-tests-programme 

 

シンガポール日本商工会議所 

https://www.jcci.org.sg/新型コロナウイルスに関する情報/ 

 

実施期間 

2021 年 7 月 5 日～11 月 30 日 

 ※検査数が上限に達した場合、予定日よりも早く終了する場合がございます。 

 

対象者 

シンガポール長期在留資格（Work Pass、Dependant Pass、Student’s Pass、Long Term Visit 

Pass、又は Singapore Permanent Residence Status）を有する邦人（事業運営者の会員・非会

員を問いません）。長期在留資格を有しない短期出張者はご利用いただけません。 

 

支援の範囲 

以下のクリニックにおける一回の PCR 検査費用全額 

http://www.jas.org.sg/news/pcr-tests-programme
https://www.jcci.org.sg/新型コロナウイルスに関する情報/


 

◼ シンガポール日本人会クリニック（渡航前の PCR 検査及びクリニックが必要と

認める PCR 検査） 

http://www.japanese-clinic.com.sg 

 

◼ ラッフルズジャパニーズクリニック Orchard 分院（渡航前の PCR 検査のみ） 

https://rafflesj-clinic.com/ 

※2021 年 7 月 21 日から実施（同日以降の検査が対象） 

 

◼ 日本メディカルケア（渡航前の PCR 検査のみ） 

https://www.nipponmedicalcare.com.sg/ 

※2021 年 7 月 27 日から実施（同日以降の検査が対象） 

 

◼ （受付を終了しました）ジャパングリーンクリニック（渡航前の PCR 検査のみ） 

https://www.japan-green.com.sg/ 

 

上記クリニックは全て、シンガポールから国外への渡航目的で PCR 検査を実施することについ

て、シンガポールの Ministry of Health より承認を受けています。 

 

申請手順 

1) 所定の申請書（『海外在留邦人・日系人の生活・ビジネス基盤強化事業』の支援による PCR

検査支援事業申請書）をシンガポール日本人会又はシンガポール日本商工会議所のウェブ

サイトよりダウンロード頂き、必要事項をご記入ください。 

2) 上記いずれかのクリニックへ直接 PCR 検査をお申し込みいただき、PCR 検査を受けるク

リニックに当該申請書をご提出下さい。各クリニックの開院時間及び住所は下記のとおり

です。各クリニックへの申込方法はご希望のクリニックのウェブサイトをご確認下さい。 

※本事業を利用した PCR 検査数には上限があるため、各クリニックへご連絡をされた時点

で、既に受付を終了している可能性がございますことを予め、ご了承下さい。尚、受付を

終了したクリニック情報は、事業運営者のウェブサイト上で随時アップデートを致します。 

 

 PCR 検査実施日時 住所 

シンガポール日

本人会クリニッ

ク 

平日午前：午前 9 時から正午まで 

平日午後（水曜以外）：午後 2 時から午後

5 時まで 

土曜日：午前 9 時から正午まで 

（日曜、祝日は受付けておりません） 

120 Adam Road,  

Singapore 289899 

ラッフルズジャ

パニーズクリニ

ッ ク  Orchard

月曜日から木曜日：午前 10 時から午後 5

時まで 

金曜日：午前 9 時 15 分から午前 11 時ま

1 Scotts Road  

#05-06/11 Shaw Centre, 

Singapore 228208 

http://www.japanese-clinic.com.sg/
https://rafflesj-clinic.com/
https://www.nipponmedicalcare.com.sg/
https://www.japan-green.com.sg/


 

分院 で 

(土曜日、日曜日、祝日、及び祝日の前日の

検査は受け付けておりません） 

※2021 年 7 月 21 日から実施（同日以降の

検査が対象） 
 

日本メディカル

ケア 

平日：午前 9 時から正午、午後 2 時から午

後 5 時半（最終受付は午後 4 時半） 

土曜日：午前 9 時から正午 

（日曜日及び祝日は受け付けておりませ

ん。） 

※2021 年 7 月 27 日から実施（同日以降の

検査が対象） 

6A Napier Road 

#03-31 Annexe Block 

Gleneagles Hospital, 

Singapore 258500 

 

留意点 

◼ 本支援は、一人あたり一度のみ利用することができます。 

◼ 支援される費用は一回の PCR 検査費用のみとなります。PCR 検査後に他の診療等が発

生した場合、これらの医療費は全て自己負担となります。 

◼ 事業運営者側の判断で、事業期間中であっても予算の都合上、事業を早期終了する場合

がございます。ご留意の程、お願い申し上げます。 

◼ クリニックごとに PCR 検査について受入可能件数に上限があり、上限に達した場合、当

該クリニックでの検査を受けることはできません。 

◼ 申請者が 18 歳未満の場合には、申請書に申請者の保護者の方の署名が必要となります。 

◼ 利用者の個人情報は必要な期間のみ事業運営者及び検査を実施した医療機関に保管され、

機密として保護されますが、当該情報は、日本政の助成金を請求するために日本政府に

共有される可能性があります。PCR 検査の結果については、申請者又は（該当する場合）

申請者の保護者に直接通知され、日本政府には共有されません。 

 

問合せ 

シンガポール日本人会 E-mail：info@jas.org.sg 

シンガポール日本商工会議所 E-mail：info@jcci.org.sg 

 

以上 

  

mailto:info@jas.org.sg
mailto:info@jcci.org.sg


 

5th July 2021 

 

The Japanese Association, Singapore 

The Japanese Chamber of Commerce & Industry, Singapore 

 

To Whom It May Concern 

Notice of Support for the PCR Tests Programme  

for Japanese Nationals Residing in Singapore 

 

Pursuant to the Japanese Government’s scheme, for the benefit of Japanese nationals residing 

overseas, to contain COVID-19 infections as well as to enhance the workplace safe 

environment, we, the Japanese Association, Singapore and the Japanese Chamber of 

Commerce & Industry, Singapore, will be launching a programme whereby the cost of PCR 

tests will be borne by this programme.  Details of the programme are set out below.  

 

Programme Administrator 

 

The Japanese Association, Singapore 

 http://www.jas.org.sg/news/pcr-tests-programme 

The Japanese Chamber of Commerce & Industry, Singapore 

https://www.jcci.org.sg/新型コロナウイルスに関する情報/ 

 

Term  

  

5 July 2021 – 30 November 2021* 

* If the limit to the number of PCR tests available is reached, the programme will end earlier 

than 30 November 2021. 

 

Eligibility 

 

Japanese nationals holding a long-term residence pass of Singapore (a work pass, a dependant 

pass, a student’s pass, a long-term visit pass, or a Singapore permanent residence status). They 

do not have to be a member of either of the Programme Administrator.  Japanese nationals 

on a short-term visa are not eligible for this Programme.  

 

 

 

http://www.jas.org.sg/news/pcr-tests-programme
https://www.jcci.org.sg/新型コロナウイルスに関する情報/


 

Extent of Assistance  

  

 One time PCR test is conducted free of charge at any of the following clinics:  

 

◼ The Japanese Association Clinic, Singapore (pre-departure PCR tests and PCR 

tests that the clinic recognizes as necessary) 

http://www.japanese-clinic.com.sg  

 

◼ Raffles Japanese Clinic (Orchard branch) (pre-departure PCR tests only) 

https://rafflesj-clinic.com/ 

* on or after 21st July 2021 

 

◼ Nippon Medical Care (pre-departure PCR tests only) 

https://www.nipponmedicalcare.com.sg/ 

* on or after 27th July 2021 

 

◼ （Registration has been closed）Japan Green Clinic (pre-departure PCR tests only) 

https://www.japan-green.com.sg/ 

 

 

Please note that all of the above clinics are approved by the Ministry of Health of Singapore to 

conduct PCR tests for the purpose of pre-departure from Singapore. 

 

Application Steps  

 

1) Download and fill in the designated application form (Application Form for the PCR Test 

Programme for Japanese Nationals Residing in Singapore Sponsored by “ Project to 

Strengthen Livelihood and Business Foundations for Japanese Nationals Overseas and 

People of Japanese Descent”) from either of the websites of the Programme Administrators. 

2) Apply for the PCR test directly at one of the above clinics by submitting the application 

duly completed form to the clinic. Each clinic’s opening hours and address are set out 

below. Please refer to the website of the clinic of your choice, for the application process.  

* Since the Programme has a limit to the number of PCR tests, there is a possibility that 

your application for PCR test at a clinic of your choice may not be successful.  Such 

information will be updated on the Programme Administrators’ websites. 

 

 Date and time of PCR test Address  

The Japanese 

Association 

Mon to Sat in morning :9am – 12pm,  

Mon to Fri in afternoon (expect Wed):2pm 

120 Adam Road,  

Singapore 289899 

http://www.japanese-clinic.com.sg/
https://rafflesj-clinic.com/
https://www.nipponmedicalcare.com.sg/
https://www.japan-green.com.sg/


 

Clinic, Singapore – 5pm. Closed on Sunday & Public Holiday 

Raffles Japanese 

Clinic (Orchard 

branch) 

Monday- Thursday: 10 am- 5 am 

Friday: 9:15 am- 11 am 

(Not available on Saturdays, Sundays, public 

holidays, and the day before public holidays） 

 * on or after 21st July 2021 

1 Scotts Road  

#05-06/11 Shaw Centre, 

Singapore 228208 

Nippon Medical 

Care 

Weekdays: 9 am- noon, 2 pm- 5:30 pm (last 

entry is 4:30 pm) 

Saturday: 9 am- noon 

(Not available on Sundays and public 

holidays) 

* on or after 27th July 2021 

6A Napier Road 

#03-31 Annexe Block 

Gleneagles Hospital, 

Singapore 258500 

 

Points To Note 

◼ One person can apply to this Programme only one time. 

◼ Only the cost of one time PCR test is free. The cost of further medical consultation, 

treatment, or medicine, if any, will be borne by you. 

◼ At the sole discretion of the Programme Administrator, the programme may be terminated 

early due to the allocated budget constraint even during the term of the programme. We 

thank you for your understanding. 

◼ Each clinic also has a limit to the number of PCR tests allowed to be conducted. If the limit 

is reached, your application for PCR test will not be successful.  

◼ If the applicant is below 18 years old, the application form must be signed by the applicant’

s guardian. 

◼ The personal information of applicants will be maintained by the Programme 

Administrator and the clinic (which conducted the PCR test) for an appropriate duration 

only and kept confidential, but such information may be shared with the Japanese 

Government for the purpose of claiming the grant of the Japanese Government.  PCR 

results will be notified directly to the applicant or his/her guardian, as the case may be, 

and will not be shared with the Japanese Government.  

 

Contact 

The Japanese Association, Singapore:  info@jas.org.sg 

The Japanese Chamber of Commerce & Industry, Singapore:  info@jcci.org.sg 

  

mailto:info@jas.org.sg
mailto:info@jcci.org.sg

