
































国名 条件／注意事項

チェコ

①滞在日数をカバ－するもの
②治療・傷害・死亡・医療運送費用の各項目において、それぞれ30,000ユ－ロ相当額以上の保険金が
 　支払われる保険会社発行のものが必要
③クレジットカ－ド付帯保険の場合は、補償内容が確認できる書類を持参する（英文表記）
④団体で加入している場合は、被保険者の氏名が明記されていること

ハンガリー
①滞在日数をカバ－するもの
②死亡時の補償が、30,000ユ－ロ相当額以上あること
③クレジットカ－ド付帯保険の場合は、補償内容が確認できる本人名義の書類を持参する（英文表記）

ベトナム
①滞在日数をカバ－するもの
②COVID-19の治療費をカバーできる10,000USD以上の補償があること
③クレジットカ－ド付帯保険の場合は、補償内容が確認できる書類を持参する（英文表記）

リトアニア

①滞在日数をカバ－するもの　※保険適用地域（渡航先）にリトアニアが含まれていること
②保険は1人最低30,000ユ－ロの補償があること
③保険加入証明書はﾘﾄｱﾆｱ語、英語、ﾄﾞｲﾂ語、ﾌﾗﾝｽ語、ﾛｼｱ語のいずれかで記載されていること
④保険会社の連絡先および契約番号が証券に記載されていること
⑤緊急移送を含む医療サービスが含まれていること
⑥クレジットカ－ド付帯保険の場合は、補償内容が確認できる書類を持参する（英文表記）
　 ※保険の未加入者や証明書を所持していない場合は、入国を拒否されることがある

オランダ

①滞在日数をカバ－するもの
②保険金額に規程は無いが、治療・救援費用・死亡の各項目において、それぞれ30,000ユ－ロ相当額以上が推奨
されている
③クレジットカ－ド付帯保険の場合は、補償内容が確認できる本人名義の書類を持参する（英文表記）

ブルガリア
①滞在日数をカバ－するもの
②治療・救援の補償費用が30,000ユーロ相当額以上のもの
③クレジットカ－ド付帯保険の場合は、補償内容が確認できる書類を持参する（英文表記）

イラン
①滞在日数をカバ－するもの
②死亡時の補償があること
③クレジットカ－ド付帯保険は不可

キュ－バ

①滞在期間中の医療費をカバ-するもの
②キュ－バ政府の承認するASISTUR.SA社と提携する保険会社への加入が必要
　 ※当社おすすめのジェイアイ傷害火災保険会社は、キュ－バ政府の承認を受けております
③保険加入証明書は英語で記載されていること
④クレジットカ－ド付帯保険の場合は、補償内容が確認できる書類を持参する（英文表記）

エジプト

①滞在日数をカバ－するもの
②COVID-19をカバーするもの
③クレジットカ－ド付帯保険の場合は、補償内容が確認できる書類を持参する（英文表記を推奨）
※搭乗券受取前に指定の申告書へ保険内容の記入を求められるので、内容が確認できる書類をご持参ください

アラブ首長国連邦
①滞在日数をカバ－するもの
②COVID-19をカバーするもの
③クレジットカ－ド付帯保険の場合は、補償内容が確認できる書類を持参する（英文表記）

ポ－ランド

①滞在日数をカバ－するもの
②クレジットカ－ド付帯保険の場合は、補償内容が確認できる書類を持参する（英文表記）
◆ポーランドに入国するすべての外国籍（日本国籍含む）の方は、入国時に以下を所持していること◆
・十分な滞在費（以下の金額を満たすこと。単位：ポーランドズロチ）
・３日以内：ZL300以上／４日以上：１日につきZL75以上　(注)相当額の①～③でも可
　①トラベラーズチェック　②クレジットカード　③ポーランド国内の銀行で両替可能な外貨

エストニア
①滞在日数をカバ－するもの
②死亡時の補償が、30,000ユ－ロ相当額以上あること
③クレジットカ－ド付帯保険の場合は、補償内容が確認できる書類を持参する（英文表記）

スロベニア

ベルギー

スロバキア
①滞在日数をカバ－するもの
②死亡保険が、30,000ユ－ロ額以上あること
③クレジットカ－ド付帯保険の場合は、補償内容が確認できる書類を持参する（英文表記）

アイスランド
オーストリア
ギリシャ
スウェ－デン
スペイン
セルビア
デンマ－ク
トルコ
ドイツ
ノルウェ－
フランス
ボスニア・ヘルツェゴビナ

モロッコ
南アフリカ
ニューカレドニア
アイルランド
カザフスタン
ルーマニア

■保険加入に当たってのご注意■

○上記は2023年4月現在の情報です。条件は予告なく変更される場合がございますが、その都度お客様へご案内をいたしかねる場合

　お時間がかかる場合もございますので、余裕をもってご準備ください。

　  もございますので、予めご了承くださいますようお願いいたします。

海外旅行傷害保険加入の入国要件について

加
入
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①滞在日数をカバ－するもの
②医療費の補償が、30,000ユ－ロ相当額以上あること
③クレジットカ－ド付帯保険の場合は、補償内容が確認できる書類を持参する（英文表記）

①滞在日数をカバ－するもの
③クレジットカ－ド付帯保険の場合は、補償内容が確認できる書類を持参する（英文表記）

○一部の国を除き、いずれも死亡・疾病・後遺障害といった補償内容ごとの規定はございません。現地滞在中の病気やケガの治療費、

　　これらに起因する緊急移送費（救急車、緊急帰国費用等）が保証されていることが重要となります。

○オンライン契約は証券の発行がない場合がございます。英文記載の契約情報をプリントアウトしてご持参ください。

○クレジットカ－ド付帯保険を利用されるお客様は、補償内容が条件を満たしているかをご確認の上、クレジットカ－ド会社へ保険加入

　 証明書（英文記載）の発行を依頼してください。尚、JTB旅カードをお持ちのお客様は、弊社で発行いたしますので、ご依頼ください。



●出発前にお支払いいただく空港諸税（おとな・こども同額。幼児不要、ただし＊のみおとなと同額）

国名 税の名称 税額 国名 税の名称 税額

航空旅客保安料 25.91カナダドル 出国税 60.00オーストラリアドル

25.00カナダドル アデレード 12.60オーストラリアドル

5.00カナダドル ブリスベン 3.20オーストラリアドル

35.00カナダドル ケアンズ 6.50オーストラリアドル

35.00カナダドル パース 7.11オーストラリアドル

15.00カナダドル ダーウィン 23.93オーストラリアドル

42.00カナダドル メルボルン 4.14オーストラリアドル

35.00カナダドル ブリスベン 3.20オーストラリアドル

35.00カナダドル ケアンズ 6.50オーストラリアドル

6.00カナダドル ゴールドコースト 4.80オーストラリアドル

パース 7.17オーストラリアドル

35.00カナダドル ブリスベン 3.22オーストラリアドル

35.00カナダドル ゴールドコースト 4.53オーストラリアドル

35.00カナダドル ｼﾄﾞﾆｰｻｳｽｳｪｰﾙｽﾞ州内発着 0.87オーストラリアドル

物品サービス税＊ ｼﾄﾞﾆｰｻｳｽｳｪｰﾙｽﾞ州外発着 1.81オーストラリアドル

ケベック販売税＊ 空港改善料＋物ｻｰﾋﾞｽ税の9.975％ アデレード 3.41オーストラリアドル

空港改善料の15％ ブリスベン 3.19オーストラリアドル

空港改善料の15％ ケアンズ 3.10オーストラリアドル

空港改善料の15％ パース 7.17オーストラリアドル

空港改善料の13％ ダーウィン 14.08オーストラリアドル

空港改善料の15％ メルボルン 2.18オーストラリアドル

税関審査料＊ 6.52USドル×入国回数 アリススプリングス 3.00オーストラリアドル

入国審査料＊ 7.00USドル×入国回数 キャンベラ 1.16オーストラリアドル

動物検疫使用料＊ 3.83USドル×入国回数 ゴールドコースト 3.46オーストラリアドル

国際通行税(出発)＊ 21.10USドル×出国回数 シドニー※QF利用時 55.60オーストラリアドル

国際通行税(到着)＊ 21.10USドル×入国回数   ※JL利用時 32.22オーストラリアドル

空港施設使用料 1.00～4.50USドル メルボルン※QF利用時 23.46オーストラリアドル

旅客民間航空保安サービス料＊ 5.60USドル   ※JL利用時 22.34オーストラリアドル

25.00USドル パース 19.62オーストラリアドル

2435～6164チリペソ 　※QF利用時 17.28オーストラリアドル

観光税 31.15USドル ブリスベン 31.09オーストラリアドル

65.38USドル 　※QF利用時 28.40オーストラリアドル

39.06USドル ケアンズ 25.08オーストラリアドル

30.18USドル 　※QF利用時 25.97オーストラリアドル

26.39USドル アデレード 22.19オーストラリアドル

11.00USドル 　※QF利用時 20.17オーストラリアドル

通行税 運賃の４％ ゴールドコースト 11.30オーストラリアドル

62.52ブラジルレアル シドニー 9.42オーストラリアドル

62.86ブラジルレアル キャンベラ 17.36オーストラリアドル

35.52ブラジルレアル ホバート 4.25オーストラリアドル

35.30ブラジルレアル アデレード 9.58オーストラリアドル

ダーウィン 18.18オーストラリアドル

メルボルン 4.40オーストラリアドル

パース 5.51オーストラリアドル

6.00USドル ケアンズ 14.37オーストラリアドル

10.00USドル ブリスベン 12.50オーストラリアドル

空港保安税 8.00USドル オークランド 17.81ニュージーランドドル

20.00アルゼンチンペソ オークランド乗り継ぎ 7.18ニュージーランドドル

入国税＊ 15.00USドル クライストチャーチ発 19.10ニュージーランドドル

30.01USドル クライストチャーチ着 17.35ニュージーランドドル

11.80USドル 国内線旅客税 1.84ニュージーランドドル

11.53USドル 国内線航空保安検査税 7.56ニュージーランドドル

4.25USドル 旅客保安料 16.93ニュージーランドドル

旅客サービス税 625キューバペソ
保健衛生税 30.00USドル

●出発前にお支払いいただく空港諸税（おとな・こども同額、幼児不要。例外のみ別途記載） ※エコノミークラス利用の子供、エコノミークラス利用の12～15歳の大人は不要

国名 税の名称 税額 国名 税の名称 税額
（ケプラヴィーク空港）5～9月搭乗 2615アイスランドクローナ ボローニャ 8.35ユーロ
（ケプラヴィーク空港）10～4月搭乗 1965アイスランドクローナ ローマ 25.79ユーロ
（ケプラヴィーク空港）5～9月搭乗 5.09ユーロ ベネチア 3.73ユーロ
（ケプラヴィーク空港）10～4月搭乗 2.55ユーロ ローマ 3.20ユーロ
3/27～10/29搭乗 11.39ユーロ ナポリ 3.36ユーロ
10/30～3/26搭乗 8.29ユーロ ミラノ 2.48ユーロ
ヨーロッパ行きYクラス 13.00英ポンド フィレンツェ 1.73ユーロ
ヨーロッパ行きYクラス以外 26.00英ポンド パレルモ 1.98ユーロ
ヨーロッパ以外行きYクラス 91.00英ポンド ボローニャ 2.20ユーロ
ヨーロッパ以外行きYクラス以外 200.00英ポンド ナポリ 0.80ユーロ
ヒースロー空港 22.07英ポンド フィレンツェ 0.99ユーロ
24時間以内の乗継時(ヒースロー空港) 16.85英ポンド ローマ/フィウミチーノ空港 2.32ユーロ
ヒースロー空港 56.06英ポンド ベネチア 1.22ユーロ
24時間以内の乗継時(ヒースロー空港) 42.33英ポンド パレルモ 1.12ユーロ

4/1～5/31：17.25英ポンド ローマ以外 6.50ユーロ
6/1～9/30：23.21英ポンド ローマ 7.50ユーロ
10/1～：17.27英ポンド ローマ/フィウミチーノ空港 1.47ユーロ

ローマ/フィウミチーノ空港 15.99ユーロ ミラノ/マルペンサ空港 1.20ユーロ
ミラノ/マルペンサ空港 14.29ユーロ ミラノ/リナーテ空港 1.91ユーロ
ナポリ（6～9月搭乗） 12.03ユーロ ナポリ 0.57ユーロ
ナポリ（上記以外搭乗） 8.85ユーロ フィレンツェ 1.66ユーロ

フィレンツェ 11.07ユーロ ベネチア 0.77ユーロ
パレルモ 10.99ユーロ ボローニャ 1.35ユーロ
ベネチア 12.08ユーロ パレルモ 0.74ユーロ

国際線/国内線出発
イタリア

出国税
（こども半額）

国内線出発
＜EU行き＞

国際線出発

手荷物保安料 国際線/国内線出発

旅客サービス料

国際線出発ヨーロッパ行き

国際線出発ヨーロッパ以外行き

国際線出発 エジンバラ空港
地方都市税 国際線/国内線出発

旅客サービス料

アイルラ
ンド

旅客サービス料 国際線・国内線出発

イギリス

航空旅客税※ 国際線出発

アイスラ
ンド

空港サービス料 国際線出発

イタリア

出国税
（こども半額）

国際線出発

旅客サービス料 国際線出発

保安税 国際線/国内線出発

5.20ニュージーランドドル

※トロント空港における（ケース１）：国内線および米国行き航空機への乗り継ぎが4時間以
内、米国行きを除く国際線への乗り継ぎが24時間以内、（ケース２）：乗り継ぎがケース１以
外の場合

国際線到着 38.54ニュージーランドドル

ヨーロッパ・アフリカ・中近東方面

対象 対象

国内線出発　リマ 国内線搭乗（1回）
国内線出発　クスコ 国際線出発

キューバ 国際線出発

国境通関税

国際線出発
（6時間以内乗継不要）

オークランド
クライストチャーチ

ダニーディン
ウエリントン

クイーンズタウン

ニュー
ジーラン

ド

国際旅客
サービス料

国際線出発/到着
国内線出発

ペルー

国際線到着

空港税＊

国際線出発　リマ
国際線出発　クスコ 国内線搭乗（1回）

アルゼン
チン

通行税
ブエノスアイレス、イグアス等

国内線出発　742.94アルゼンチンぺソ
国際線出発　57.00USドル

税関・出国管理税
国際線　目的地300km未満
国際線　目的地300km以上

国際線出発

国内線旅客
サービス料

国内線出発/到着

サンパウロ発

国内線出発税
リオデジャネイロ発

サンパウロ発

国内線出発（メキシコシティ）
国内線出発（メリダ）

国内線出発（カンクン）
メキシコ発　国際線出発

ブラジル
国際線出発税

リオデジャネイロ発

国際線出発/到着

国際線到着
国際線/国内線出発（空港により料金異なる）

国際線/国内線出発（搭乗1回につき）

チリ 空港施設料
国際線出発

国内線出発（区間により異なる）

メキシコ

国際線到着

アメリカ
合衆国

(ハワイ含
む)

国際線到着
国際線到着
国際線到着
国際線出発

国際線旅客サービ
ス料

国際線出発税
国際線出発（メキシコシティ）

国際線出発（カンクン）

国内線出発税

HARMONIZED
SALES TAX＊

国

際

線

・

国

内

線

出

発

ノバスコシア州

ニューブラウンズウィック州

ニューファンドランド州

オンタリオ州

プリンスエドワードアイランド州

ケベック

トロント　※ケース１

トロント　※ケース２ 国際線到着
(QF以外）エドモントン

モントリオール

国内線出発

空港改善料の合計の５％相当額
ケベック州内発

バンクーバー（下記以外の地点行き）

保安税

国際線出発
(QFの場合）

※ブリスベンのみ
出発/到着毎に必要

バンクーバー（ﾌﾞﾘﾃｨｯｼｭｺﾛﾝﾋﾞｱ州、ﾕｰｺﾝ地方への出発）

カルガリー

オタワ

ビクトリア

セントジョーンズ

ハリファックス

国際線出発
(QF以外）

＜参考＞２０２３年4月現在の主要国の空港税一覧

カナダ・アメリカ・中南米・ハワイ・ミクロネシア・オセアニア方面

対象 対象

カナダ

国際線出発

オースト
ラリア

国際線出発（大人のみ）

空港改善料＊

国
際
線
・
国
内
線
出
発



国名 税の名称 税額 国名 税の名称 税額
旅客保安料 8.59ユーロ 空港税 60.00カタールリアル

旅客サービス料 19.33ユーロ 空港施設使用料 60.00カタールリアル

350km以内 30.00ユーロ 2.05USドル
その他 12.00ユーロ 0.50USドル

18.31ユーロ 旅客保安料 国際線/国内線出発 ドーハ 10.00カタールリアル

8.23ユーロ 空港税 国際線出発 ブダペスト 28.01ユーロ
13.23ユーロ 保安税 国際線出発 ブダペスト 5.00ユーロ
7.40ユーロ 航空運輸管理料 0.90ユーロ

オランダ州税 26.43ユーロ 保安料 5.41ユーロ
出国税 12.00ユーロ 9.92ユーロ

5.00ユーロ 9.92ユーロ
6.20ユーロ 通行料 5.20ユーロ

アテネ（シェンゲン加盟国行き） 12.69ユーロ EU外行き 8.87ユーロ
アテネ（シェンゲン非加盟国行き） 15.99ユーロ EU内行き 4.73ユーロ
アテネ 15.74ユーロ 4.73ユーロ
イスタンブール 20.00ユーロ パリ(ｼｪﾝｹﾞﾝ域内行き) 12.30ユーロ
サビハ国際空港 15.00ユーロ パリ(日本行き) 30.42ユーロ
アンカラ 15.00ユーロ パリ(ｼｪﾝｹﾞﾝ域内行き) 11.09ユーロ
イスタンブール 5.00ユーロ パリ(英国行き) 11.69ユーロ
イスタンブール/アンカラ/イズミール 3.00ユーロ パリ(EU外行き) 20.22ユーロ

国際線保安税 イスタンブール/アンカラ 3.00ユーロ パリ 12.30ユーロ
旅客サービス料 16.34ユーロ ニース 6.37ユーロ

空港保安料 2.19ユーロ マルセイユ 7.56ユーロ
ワルシャワ 81.00ポーランドズオチ 国内線乗り継ぎ パリ 11.09ユーロ
クラクフ 50.97ポーランドズオチ エコノミークラス 1.13ユーロ
ワルシャワ 1.25ポーランドズオチ ビジネス・ファーストクラス 11.27ユーロ
クラクフ 0.45ポーランドズオチ エコノミークラス 4.51ユーロ
チューリッヒ 35.00スイスフラン ビジネス・ファーストクラス 45.07ユーロ
ジュネーブ 31.20スイスフラン パリ 11.70ユーロ
チューリッヒ 16.00スイスフラン ニース 8.20ユーロ
ジュネーブ 25.20スイスフラン マルセイユ 8.85ユーロ

169スウェーデンクローナ 国際線/国内線乗継 パリ 4.68ユーロ
85スウェーデンクローナ エコノミークラス 1.50ユーロ

ヨーロッパ行き 64スウェーデンクローナ ビジネス・ファーストクラス 9.00ユーロ
中東・アフリカ行き 265スウェーデンクローナ エコノミークラス 3.00ユーロ
上記以外・日本行き 461スウェーデンクローナ ビジネス・ファーストクラス 18.00ユーロ

0.69ユーロ 旅客サービス料/保安料 国際線出発 ブリュッセル 32.35ユーロ
0.63ユーロ 500㎞未満 ブリュッセル 10.00ユーロ
3.27ユーロ 500㎞以上（EU内） ブリュッセル 2.00ユーロ
1.96ユーロ 500㎞以上（EU外） ブリュッセル 4.00ユーロ
3.60ユーロ 4.48ユーロ
2.16ユーロ 6.15ユーロ

マドリード 15.93ユーロ 9.16ユーロ
バルセロナ 14.87ユーロ 4.48ユーロ
マドリード 9.86ユーロ 12.13ユーロ
バルセロナ 9.23ユーロ 20.86ユーロ
マドリード 20.20ユーロ 20.86ユーロ
バルセロナ 16.40ユーロ 12.13ユーロ
マドリード（EEC諸国行き） 14.48ユーロ 炭素税 2.00ユーロ
バルセロナ（EEC諸国行き） 13.52ユーロ ザグレブ 28.80ユーロ
マドリード 12.40ユーロ ドブロブニク 17.75ユーロ
バルセロナ 10.12ユーロ ザグレブ 15.30ユーロ
マドリード（EEC諸国行き） 8.96ユーロ ドブロブニク 11.75ユーロ
バルセロナ（EEC諸国行き） 8.39ユーロ 1.37ユーロ

チェコ 空港税 プラハ 659チェココルナ 0.68ユーロ
フランクフルト 9.95ユーロ 出国税 国際線出発 15.00ユーロ
ミュンヘン 9.10ユーロ 旅客サービス料 国際線/国内線出発 2.00ユーロ
ドレスデン 9.75ユーロ 空港税 6.37ユーロ
ベルリン 9.86ユーロ 旅客サービス料 0.11ユーロ
ハンブルク 7.04ユーロ 出国税 国際線出発 カイロ 25USドル
フランクフルト（ヨーロッパ以外行き） 35.68ユーロ 国内サービス料 5USドル
フランクフルト（EU行き） 28.29ユーロ サービス料 国際線/国内線出発 カイロ 2USドル
フランクフルト（EU以外の欧州行き） 33.23ユーロ 出発税 50.00エジプトポンド

ミュンヘン（EU行き） 23.21ユーロ 出発サービス料 15.00エジプトポンド

ミュンヘン（EU以外の欧州行き） 34.00ユーロ 国際線出発 カイロ 1.00USドル
ミュンヘン（EU外行き） 24.81ユーロ 国内線出発 カイロ 0.85エジプトポンド
ドレスデン（EU行き） 16.20ユーロ 検疫料 35.00エジプトポンド

ドレスデン（EU外行き） 19.93ユーロ 乗客情報料 国際線出発/到着 カイロ 1.99USドル
ブレーメン（EU行き） 12.60ユーロ 出国税 13.00ユーロ
ブレーメン（EU外行き） 14.65ユーロ 保安税 1.60ユーロ
ベルリン（シェンゲン条約国行き） 12.60ユーロ 観光税 20.00チュニジアディナール

ベルリン（シェンゲン条約国以外行き） 14.65ユーロ ヨーロッパ/アフリカ行き カサブランカ発 134モロッコディルハム

ベルリン 12.60ユーロ その他の国際線出発 カサブランカ発 194モロッコディルハム

ハンブルク（EU行き） 11.21ユーロ ヨーロッパ/アフリカ行き カサブランカ発以外発 63モロッコディルハム

ハンブルク（EU外行き） 12.99ユーロ その他の国際線出発 カサブランカ発以外発 107モロッコディルハム

フランクフルト 22.37ユーロ 国際線出発 48モロッコディルハム

ミュンヘン 16.44ユーロ 国内線出発 36モロッコディルハム

ミュンヘン（EU外行き） 17.30ユーロ 国際線出発 30モロッコディルハム

ドレスデン 16.20ユーロ 国内線出発 36モロッコディルハム

フランクフルト 28.29ユーロ エコノミークラス 100モロッコディルハム

ミュンヘン 23.21ユーロ ビジネス・ファーストクラス 400モロッコディルハム

ブレーメン 12.60ユーロ 国際線出発 ヨハネスブルク 253.86南アフリカランド

フランクフルト 22.37ユーロ ヨハネスブルク 92.92南アフリカランド

ミュンヘン 16.33ユーロ ケープタウン 92.92南アフリカランド

デュッセルドルフ 12.67ユーロ 旅客チャージ 190南アフリカランド

ベルリン 0.85ユーロ 保安料 27.54南アフリカランド

ハンブルク 0.77ユーロ 旅客サービス料 24南アフリカランド

航空輸送税 日本行き 58.23ユーロ 15.00ユーロ

114ノルウェークローネ 2.00ユーロ
35ノルウェークローネ 保安税 10.00ユーロ
50ノルウェークローネ 空港施設使用料 国際線出発 アンマン 11.70ヨルダンディナール

旅客チャージ 214ノルウェークローネ 出国税 国際線出発 40.00ヨルダンディナール

旅客サービス料 75UAEディルハム 空港システム使用料 国際線出発 アンマン 2.15ヨルダンディナール

旅客保安料 5UAEディルハム 民間航空税 国際線出発 アンマン乗継時 5.55ヨルダンディナール

乗客情報料 5UAEディルハム 国際線出発・到着 1.75ヨルダンディナール

空港施設使用料 35UAEディルハム 国際線乗り継ぎ 1.25ヨルダンディナール

国際線出発
国内線乗り継ぎ

ヨルダン

国際線/国内線出発

アラブ首
長国連邦

国際線出発
国際線出発

国際線出発/到着/乗り継ぎ
空港保安税

国際線出発/乗り継ぎ

国際線出発
ウズベキ
スタン

空港出発税
国際線出発

ノル
ウェー

旅客サービス料
国際線/国内線出発

オスロ
国内線出発

国際線乗り継ぎ

国内線乗り継ぎ 国内線出発

国際線/国内線乗り継ぎ 国際線出発

国際線到着
国際線/国内線出発
国際線/国内線出発

旅客サービス料

国際線乗り継ぎ
空港保安税

カサブランカ発

カサブランカ以外発

国内線出発 国際観光税 国際線出発

南アフリ
カ

空港使用料

国際線出発

国内線出発

国際線出発
国際線/国内線出発

CUTE/CUPPSフィー

コロナ・黄熱病流行国からの国際線乗り継ぎ/到着

チュニジア
国際線出発

国際線到着

モロッコ

ドイツ

空港保安税 国際線/国内線搭乗

モンテネ
グロ

ポトゴリツァ

リトアニ
ア

国際線出発
国際線/国内線出発

エジプト

旅客サービス料

国際線出発（12時間以内乗継） 国際線乗り継ぎ

民間航空局税
国際線・国内線出発

国際線/国内線出発 24時間以内の乗継

旅客サービス料
（リスボン発）

シェンゲン条約国行き　
シェンゲン条約国以外のEU行き　

国際線出発

その他の国際線出発
国際内線出発

国際線/国内線出発

クロアチ
ア

旅客サービス保安料

国際線出発

ポルトガル

保安税

シェンゲン条約国行き　
国内線出発（12時間以内乗継） シェンゲン条約国以外のEU行き　

出国税

国内線出発
その他の国際線出発

国際内線出発

国内線出発（12時間以内乗継）

スペイン
（幼児同

額）

航空保安料
国内線出発

ベルギー
国際線出発

出国税

保安税

国際線出発
国際線出発（12時間以内乗継）

国内線出発

ストックホルム
国際線/国内線乗り継ぎ AIR

PASSENGER
SOLIDARITY

TAX SURPLUS

EU及びフランス国内線出発

航空税
国際線/国内線出発

国際線出発 上記以外の国際線出発

上記以外の国際線出発

スイス
空港旅客保安騒音

税

国際線/国内線出発

保安税
国際線/国内線出発

国際線/国内線乗り継ぎ

スウェー
デン

旅客サービス料
国際線/国内線出発

国内線出発
マルタ 国際線出発

ポーラン
ド

空港税 国際線/国内線出発

国際連帯税

EU及びフランス国内線出発

旅客サービス料 国際線/国内線出発

国内線出発

トルコ
空港サービス料

国際線出発

旅客サービス料

国際線出発

国際線乗り継ぎ国際線⇔国内線乗り継ぎ

国内線出発
国際線出発

アテネ
国内線出発

国内線出発 国際線/国内線乗り継ぎ

ターミナル施設使用料
国際線出発

フランス

民間航空税
国際線出発

国内線出発

フィンラ
ンド

国際線/国内線乗り継ぎ
国際線/国内線出発 国際線/国内線出発

ギリシャ

国際線/国内線出発
旅客サービス料

国際線出発

保安税
国際線出発

国際線出発/到着/12時間以内の乗継

オランダ

旅客サービス料
国際線/国内線出発

アムステルダム

国際線/国内線乗り継ぎ ハンガ
リー

保安サービス料
国際線/国内線出発
国際線/国内線乗り継ぎ

オースト
リア

国際線/国内線出発 ウィーン

カタール

国際線出発
国際線出発

航空輸送税 国際線出発 旅客サービス料
国際線出発/到着

対象 対象



●出発前にお支払いいただく空港諸税（おとな・こども同額、幼児不要。例外のみ別途記載）
国名 税の名称 税額 国名 税の名称 税額

チャンギ国際空港 10.80シンガポールドル 6.00USドル
チャンギ国際空港 3.00シンガポールドル 大人 25.00USドル

35.40シンガポールドル 2～12歳 13.00USドル

6.00シンガポールドル 国内線出発 3.00USドル

航空税 6.10シンガポールドル 国際線出発 5.00USドル

出国税 ※同日乗継旅客、12歳未満は不要 120香港ドル 旅客サービス料 20.00USドル
空港旅客保安料 ※同一便での乗継旅客不要 55香港ドル 事前旅客情報利用料 3.25USドル

長距離路線 160香港ドル デンパサール 240,000ルピア
短距離路線 90香港ドル ジャカルタ 230,000ルピア
短距離路線（乗継時） 70香港ドル ジョグジャカルタ 150,000ルピア
長距離路線 180香港ドル デンパサール 120,000ルピア
短距離路線 160香港ドル ジャカルタ 130,000ルピア

旅客サービス料 デリー※24時間乗継旅客不要 2.28USドル ジョグジャカルタ 50,000ルピア
850インドルピー 旅行保険税 5,000ルピア
142インドルピー SAARC国へ 791.00ネパールルピー

ムンバイ 3.05USドル 上記以外へ 1130.00ネパールルピー

デリー 63インドルピー
1.00マレーシアリンギット 旅行者税 国際線出発 ※24時間以内乗継旅客不要 1130.00ネパールルピー

1.00マレーシアリンギット 空港開発費 国際線出発 カトマンズトリブバン国際空港発 1000.00ネパールルピー

73.00マレーシアリンギット コロンボ
35.00マレーシアリンギット ※24時間以内乗継旅客不要

11.00マレーシアリンギット ブータン 空港税 800ニュルタム
サービス税 国内区間運賃の6％ 旅客サービス料 国際線出発 ※48時間以内乗継旅客不要 110パタカ

エコノミー 8.00マレーシアリンギット 空港保安料 30パタカ
その他クラス 50.00マレーシアリンギット 国際線出発 15.00USドル
エコノミー 20.00マレーシアリンギット 国内線出発 1.20USドル
その他クラス 150.00マレーシアリンギット 国境通過税 9.50USドル
台北：24時間以内での乗継旅客は不要 出国税 国際線出発 ※24時間以内乗継旅客不要 25.00USドル
高尾：同日での乗継旅客は不要 エコノミー・プレミアムエコノミークラス 30.00USドル
※どちらもトランジットエリアを出ないこと ビジネスクラス 60.00USドル
仁川・金浦国際空港 28,000ウォン ファーストクラス 90.00USドル
その他発 23,000ウォン 国際線出発 90元

5,000ウォン 国内線搭乗 50元
※2～11歳　2,500ウォン 国際線出発 25.00USドル
4,000ウォン 国内線出発 5500トゥグルグ
※2～11歳　2,000ウォン 旅客保安サービス料 5.00USドル

24時間以内 10,000ウォン マニラ 550フィリピンペソ
国際線発着料 15タイバーツ（※１） セブ 935フィリピンペソ

700タイバーツ（※２） マニラ 200フィリピンペソ
バンコク セブ 330フィリピンペソ
チェンマイ ブルネイ 旅客サービス料 国際線出発 日本行き 20.00ブルネイドル
プーケット 旅客サービス料 7.7USドル
スコータイ※乗継旅客不要 200タイバーツ 保安料 2.5USドル
サムイ※乗継旅客不要 300タイバーツ

事前旅客情報システム 35タイバーツ
（※１）トランジットエリアを出ない12時間以内の国際線から国際線への乗継は1回のみ適用 ●現地にてお支払いいただく空港税
（※２）トランジットエリアを出ない12時間以内の国際線から国際線への乗継旅客不要

ホーチミン 国名 税の名称 税額
ハノイ ネパール 空港税 170ネパールルピー
ダナン
フエ
ハイフォン

20USドル
（2～12歳未満 10USドル）

25USドル
（2～12歳未満 12.5USドル）

20USドル
（2～12歳未満 10USドル）

2USドル
（2～12歳未満 1USドル）

20,000ドン
（2～12歳未満 10,000ドン）

国名 税の名称 税額 国名 税の名称 税額
2,130円/1,070円 国際観光旅客税 1,000円
1,040円/520円 450円/220円
2,950円/1,470円 370円/180円
2,780円/1,390円 340円/170円
980円/490円 440円/220円
530円 110円/50円
100円
320円

旅客保安サービス
料

国際線出発（成田）大人/子供 国内線出発/到着（福岡）大人/子供
国際線出発（羽田）大人/子供
国際線出発（関空）大人/子供

国際線出発（羽田）大人/子供 国内線出発/到着（羽田）大人/子供
国際線出発（関空第１ターミナル）大人/子供 国内線出発/到着（伊丹）大人/子供
国際線出発（福岡）大人/子供 国内線出発/到着（関空第１ターミナル）大人/子供

対象 対象

日本

旅客サービス施設
使用料

国際線出発（成田）大人/子供

日本

国際線出発　大人/子供
国際線出発（成田第３ターミナル）大人/子供

空港施設使用料

国内線出発/到着（成田第1･2ターミナル）大人/子供

対象
国内線出発

国
際
線
出
発

ホーチミン

※国際線から国際線の
24時間以内の乗継旅客

不要
ハノイ

ダナン

国際線出発/到着

ベトナム

旅客サービス料

国
内
線
出
発

※国内線から国内線の
24時間以内の乗継旅客

不要

100,000ﾍﾞﾄﾅﾑﾄﾞﾝ
（2～12歳未満

50,000ﾍﾞﾄﾅﾑﾄﾞﾝ）

旅客サービス保安料

国際線出発
※24時間以内の乗継旅

客不要
国内線出発

タイ

国際線出発/到着

旅客サービス料

国際線出発
国内線出発

国内線出発

100タイバーツ（※２）

カザフス
タン

国際線出発
国際線出発

※12歳未満不要
国内線搭乗 仁川国際空港

モンゴル
旅客サービス料 ウランバートル

※24時間以内の乗継旅客不要
国内線出発 その他発

国際線出発

国際線出発

韓国 旅客サービス料

国際線出発
中国 空港税

国際線乗継

フィリピン 旅客サービス料
国際線出発

台湾 空港サービス料 国際線出発 500ニュー台湾ドル モルディ
ブ共和国 空港開発費

出国税

国際線出発
（ASEAN行き）

国際線出発

ラオス
空港旅客サービス料 ※12時間以内の乗継旅客不要

国際線出発
(ASEAN行き以外) 国際線出発/到着

国際線出発 60.00USドル
国際線出発（ASEAN行き）

国内線出発 国際線出発
国内線出発

マカオ

※いずれも24時間以内乗継旅客不要

マレーシ
ア

REGULATORY
SERVICES CHARGE

国内線出発
国際線出発

旅客サービス・保
安料

国際線出発
※12時間以内乗継旅客不要

スリラン
カ

出国税

ネパール
旅客サービス料 国際線出発

施設使用料
国際線

国際線/国内線出発

国際線出発

ビジネス・ファー
ストクラス 国内線出発

インド

国際線/国内線出発

空港開発税
国際線 ムンバイ

※24時間乗継旅客不要
国内線出発/乗り継ぎ

国内線

香港

国際線出発
ミャンマー

国際線出発
国際線出発 国際線出発・到着・乗継

空港建設費

エコノミー・プレ
ミアムエコノミー

クラス
インドネ

シア
旅客サービス料

国際線出発（プノン
ペン・シェムリアップ）

旅客サービス料

国際線出発

国際線乗り継ぎ
民間航空料

プノンペン・シェムリアップ・
シアヌークビル

※24時間以内乗継旅客不要
国際線出発

アジア・中国方面

対象 対象

シンガ
ポール

空港開発税
国際線出発

カンボジ
ア

旅客サービス料

国内線出発
国際線乗り継ぎ


