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インプレッソ（安心の頼れる添乗員同行の旅）

お申し込み前のご案内とご注意
－お申し込み頂く前に必ずお読みください－

 ●旅行代金について
●表示の代金はエコノミークラス席利用、お２人様で1部屋利用の場合の大人
お１人様分の代金となります。（一部コースを除く）

●旅行日程中の空港諸税は旅行代金に含まれておりません。別途お支払いくだ
さい。

 ●旅行代金に含まれない費用について
●国内空港施設使用料、旅客保安サービス料、海外空港諸税、海外旅行保険、
日本国内における移動費、過剰手荷物料金、傷害、疾病に関する医療費、渡
航手続き関係諸費用（旅券取得費用/査証料/予防接種料金など）、オプショ
ナルツアー代金、お客様がコース内容以外に希望された手配（食事など）。

 ●子供代金について
●各コースの子供旅行代金は大人と同額となります。
●2歳未満のお子様のご参加はご遠慮頂いております。

 ●旅券（パスポート）とビザ（査証）について
●旅券（パスポート）をお持ちでない方や有効期限切れの方は旅券が必要とな
ります。お持ちの旅券が今回の旅行に有効かどうかのご確認、旅券・査証（ビ
ザ）の取得等はお客様ご自身の責任で行っていただきます。

●各パンフレットに掲載の旅券（及び査証）の情報は、日本国旅券で各パンフレッ
ト掲載のコース内容にご参加される方を対象としています。
●各パンフレット掲載のコース内容の参加ではないお客様や日本国籍でない
お客様はお申し込みの支店もしくは自国の領事館・渡航先国の領事館・入国
管理事務所にお問い合わせください。

 ●航空機・バス・移動について
○日本発着時利用航空会社及び利用便について
●航空機の座席はエコノミークラスを使用します。（一部コース除く）
●各コースにて記載されている利用航空会社とは日本発着便（国際線）のみと
なることを意味します。日本発着以外の区間（乗り継ぎ便）ではありません。

●利用航空便は出発前にお渡しする最終日程表でお知らせいたします。
●航空会社により航空会社預け入れ手荷物の重量、個数により超過代金が掛か
ります。又航空会社により、サーフボード、スキー板等を預けた場合、超過代
金が掛かります。

●アメリカ・カナダ国内線を利用される場合は、機内預け入れ荷物を預ける際
に、各航空会社カウンターにて手数料が別途必要です。但し国際線から国内
線へ、又は国内線から国際線への乗り継ぎの場合は手数料が不要となる場合
がございます。

○機内の座席に関して
●窓際、通路側のご希望は必ずしもお応えできません。
●航空便の座席配列によりグル－プ又はカップルでも隣り合わせにならない場
合がございます。例えば、通路を挟んだり、前後の座席、離れた座席になるこ
とがあります。

○コードシェア便（共同運航便）について
　ご利用になられる航空機が他の航空会社の機材、及び客室乗務員で運航され
る場合がございます。

○運輸機関による旅行日程について
　各コースの日程表に記載中の移動時間はおおよその目安です。運輸機関の
遅延、不通、スケジュール変更、経路変更などにより旅行日程の変更、目的地
時間の短縮、延長及び観光箇所の変更、削除が生じる場合がございます。この
様な場合は責任を負いかねますが、可能な限り当初の日程に沿ったサービス
を手配すべく努力いたします。
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旅券（パスポート）をお持ちでない方や期限切れの方は旅券が必要となりま
す。訪問する国により入国時、乗継時等における旅券の必要残存期間が異なり
ます。お持ちの旅券が今回の旅行に有効かどうかのご確認、旅券・査証（ビザ）
の取得はお客様ご自身でお願い致します。なお、旅券発給申請、査証の申請に
ついてはお申し込みの販売店にてお取り扱いしております。詳しくは、旅行申
込み販売店にご相談ください。
※パスポート番号、発行年月日を別に控え、予備のパスポート用写真をお持ちになる事をお勧めします。
※�日本国籍でないお客様は旅行申込み販売店もしくは自国の領事館・渡航先国の領事館・入国管理事
務所にお問合わせください。

●旅券（パスポート）について
※ご旅行に必要な旅券（パスポート）の残存有効期間は旅行申込み販売店にお問合わせください。
※�ヨーロッパ旅行の場合は航空便の乗継ルートにより、目的地以外の他国の必要旅券残存期間を
要求される場合があります。そのため、目的国への必要残存期間は満たしていても、6ヶ月を切る
場合は旅券の更新をお勧め致します。原則としてシェンゲン条約加盟国間で乗り継いで目的国に
向かう場合は、最初の到着空港での入国となりその国の規則が適用されます。

●旅行中のお買い物等のお支払いが、多額の現金を持ち歩かなくて済み、紛失・盗難にも備えられる国際クレジットカードの利用を
お勧め致します。
※パッケージツアー参加者であっても、ホテルはチェックイン時に保証確認のため、一定額の保証金もしくはクレジットカードの提示を求める場合があります。
※ヨーロッパ・中近東方面の商店などではトラベラーズチェックの取扱いがない場合が多いため、国際クレジットカードの利用をよりお勧め致します。
●ご旅行中の病気や事故、盗難などに備えて、海外旅行傷害保険に加入される事をお勧め致します。
旅行開始日の前日から起算してさかのぼって21日目に当たる日より前に、お申込金を差し引いた金額をお支払いください。
21日前以降にお申し込みの場合は、当社が指定する期日までにお支払いください。

最終旅行日程表に記載された時間・場所にご集合ください。出発空港では、添乗員又はHIS係員がご出発のご案内を致します。

ご出発の10日前から7日前（遅くとも前日まで）に最終旅行日程表をご案内致します。
またご出発の3日前～前日までに同行する添乗員より代表者の方へご挨拶のお電話をさせて頂きます。
※宿泊ホテル及び利用航空会社などのスケジュールについては、旅行出発前にお渡しする「最終旅行日程表」にてご確認ください。
※パンフレット記載の日程は変更となる場合があります。旅行出発前にお渡しする「最終旅行日程表」にてご確認ください。

ご予約は、申込書に所定の事項をご記入の上、申込金
を添えてお申し込みください。申込金は旅行代金の
一部に充当されます。電話や郵便、ファクシミリでの
お申し込みをお受けする場合もございます。詳しくは
販売店にお問合わせください。
※�お名前（ふりがな）はパスポートに記載又は予定の綴りを正確にご記
入ください。（航空会社によっては、一文字でもパスポートに記載され
た名前と異なることにより、予約が無効とされる場合がございます。）
※�20歳未満の方がご参加頂く場合、親権者の同意が必要です。15歳
未満の方がご参加頂く場合、保護者の同行を条件とさせて頂きます。
※�身体に障害をお持ちの方、健康を害している方、妊娠中の方、特別な
配慮が必要となる方は、その旨をご旅行お申し込み時にお申し出く
ださい。当社は可能な範囲内でこれに応じます。なお、お申し出に基
づき当社がお客様の為に講じた特別な措置に要する費用はお客様
の負担とさせて頂きます。
※�海外では日曜・祝祭日などでは、休業、休館により商店・観光施設をご
利用頂けない場合が少なくありません。その為出発日を選ばれる際
にはご注意ください。なお、各国・州・都市の祝祭日及び主な美術館な
どの休館日に関する情報は旅行申込販売店にお問合わせください。

渡航手続きについて お申し込みについて

■お申し込みからご出発まで
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○マイレージについて
　マイレージサービスについてのお問い合わせ、入会手続き、サービスの提供
の依頼などはお客様ご自身で当該航空会社にてお手続きください。当社はそ
の手続きの代行取り次ぎは致しません。予めご了承ください。

○日本国内線手配について
●ご希望の方は以下の追加代金で国内線の手配が可能です。ご予約時にお申し
出ください。�（一部コースを除きます。詳細は、お問い合わせください。）
東京・福岡↔大阪 ¥15,000（片道あたり）
札幌↔大阪 ¥20,000（片道あたり）

●日本国内線追加プランのご利用は、ご旅行のお申し込みと同時にお申し出く
ださい。お申込み後の追加手配は承れない場合がございますので、予めご了
承ください。

●往復もしくは片道のいずれかでご利用いただけます。日本国内航空便を往復
利用する場合は、同一区間の手配のみ承ります。

●利用空港によっては国内の空港施設使用料等のお支払いが別途必要となり
ます。
●航空座席の予約が確保できない場合はご利用いただけません。正規運賃の
一般座席枠に空席がある場合でも、予約の確保が出来ない場合があります。

●国際線発着時刻より24時間以内に接続する大阪直行便（伊丹発着を含む）に
限ります。尚、利用便は弊社にて決めさせていただきます。利用便確定後の
変更は承れません。

●国内線の手配完了後は当該国内線も基本コースと合わせて１つの募集型企
画旅行の範囲として取り扱います。

●取消料対象期間内の国内線の追加・変更・取消は本体ツアーの予約取消後の
再予約として取り扱い、所定の取消料を申し受けます。詳しくは旅行条件書第
17項にてご確認ください。その場合、すでに手配完了済であった国内線区間
を含めた航空機手配を一旦取り消し、再度新規予約を行うため、空席状況並
びに手配上の都合により再予約を承れない場合があります。

●国内線の手配は本体ツアーの催行決定後となります。また、利用便の回答は
ご出発の1か月前を切ることがございます。
●乗継に最適な時間帯の航空便をご用意できない場合があります。また、国内
線の発着空港が伊丹空港になる場合、伊丹↔関空の移動費はお客様負担と
なります。

●国際線の発着時刻の関係で同日の乗継ができない場合の宿泊費はお客様の
ご負担となります。
●公共交通機関の遅延など当社の関与しえない事由でご利用いただけない場
合でも払い戻しは承れません。

●国内線～国際線の乗継において、当社の関与しえない事由で乗遅れ等お客
様に不具合が生じた場合でも当社は責任を負いません。

●国内線乗継ぎ特別代金で国内線をご利用の場合は、国内線航空券を含む全
区間の航空券（Eチケットレシート）を事前にお渡しいたします。搭乗手続きは
お客様ご自身で行っていただきます。また、悪天候によりサービス内容の変更
を必要とする事由が生じた場合における代替サービスの手配、および手続き
の一部をお客様ご自身で行っていただく場合があります。その際の当社の緊
急連絡先は最終日程表でご案内させていただきます。

●添乗員は関西空港出発から関西空港到着までの同行となり、日本国内はお客
様ご自身の移動となります。

●国際線をビジネスクラス、上級エコノミークラスを利用してご出発される場
合、日本国内線代金は記載の金額とは異なります。詳しくはお問い合わせくだ
さい。

 ●ホテル及びお部屋について
○利用ホテル、グレードに関して
●ヨーロッパのホテルはクラシックなヨーロピアンスタイルとモダンなアメリカ
ンスタイルの２つに大別されます。それぞれ次のような特徴があります。

　 ヨーロピアンスタイル
　昔からの建物を使用し、広さ・間取りや調度品が部屋ごとに異なる場合があ
るなど、古き良きヨーロッパの雰囲気を味わっていただける一方で、テレビ・ミ
ニバー・ドライヤーなどがない、蛇口のしまりが悪い、風呂の水はけが悪いな
ど必ずしも機能的でない場合があります。また湿度が低く夏でも過ごしやす
いヨーロッパでは、デラックスタイプのホテルでもお部屋にクーラーがない場
合があり、便利な生活に慣れた私たちには不便さとして映る面もあります。

　 アメリカンスタイル
　建物は比較的新しく機能的で、部屋による差異も少なくご利用いただきやす
い反面、ヨーロッパらしい雰囲気に欠けることもあります。また立地も、市内中
心には高層ビルが建てられない場合が多いため、多少離れた場所になる場合
があります。

●ホテルによっては異なるタイプの部屋（部屋の向き、広さ、調度品等）を同グ
レードとしている為、同じツアーのお客様に同一タイプのお部屋をご用意で
きない場合がございます。

○ベッド数について
●２人用のお部屋は「ツインベッドルーム」と「ダブルベッドルーム」の2種類があ
ります。出来る限り「ツインベッドルーム」をご用意いたしますが、「ダブルベッ
ドルーム」に簡易ベッドを入れてご利用いただくことがあります。但し、ハネ
ムーナーやご夫婦などのカップルでご参加の場合は「ダブルベッドルーム」で
大型ベッド1台のお部屋のみのご利用となる場合がございます。

●「ツインベッドルーム」は２つのベッドが離れていない部屋や2つのベッドマッ
トが1つの枠の中に入っている部屋がございます。また、2つのベッドマットの
サイズや種類が異なる場合がございます。

●「ダブルベッドルーム」は大型ベッド（キング又はクイーンサイズ）又は2つ
のベッドマットを1台のベッドとしてベッドメイクされたお部屋です。

○チェックイン・チェックアウトについて
●チェックインの際に、クレジットカードの提示又は現金での預り金が必要となる
場合がございます。（国際電話代やお部屋でのミニバー用として）預り金の金額
はホテルによって異なりますので、クレジットカードのご持参をお勧めします。

●チェックインは原則的に午後３時以降となります。その際に時間帯、人数に
よって手続きに時間が多少掛かる場合がございます。
●チェックイン・チェックアウトの手続きは基本的にご自身で行っていただきます。
●ミニバー、ルームサービス、電話代等、旅行代金に含まれていない物の精算は
チェックアウトの際にお支払いください。

●国（地域）により、個人のチェックインと同様、ホテル所定の宿泊カードの記入
が必要な場合がございます。

○1名様でお申し込みの場合
●１人部屋追加代金が必要となります（他の方との相部屋はお受けできません）。
●お1人様でご利用の場合は２人部屋よりも手狭となる場合がございます。
○3名様で1部屋（トリプル）をご利用の場合
●一般的に２人部屋に簡易ベッド（又はソファーベッド）を入れ３名様でご利用
いただく為、お部屋は手狭となります。あるいは、キングサイズまたはクイー
ンサイズのベッド1台と簡易ベッド1台をご利用いただく場合もございます。
●一般的に簡易ベッド及びアメニティの搬入時間は夜遅くとなります。また
トリプル利用可能ホテルでも簡易ベッドの不足により２つのベッドに３名様で
お泊まりいただく場合がございます。特に、北米、中南米は簡易ベッドの数が
少ない為ご用意できない場合がございます。そのため、予め2人部屋と1
人部屋の２部屋または1人部屋３部屋でのご予約をお勧めいたします。

○グループ、家族等で２部屋以上をご利用の場合
　複数のお部屋をご利用いただく場合、ホテル側の事情により全グループのお
客様同一タイプ、同一フロアのお部屋をご用意できない場合がございます。

○備品について
　ほとんどの国（地域）においてお部屋に歯ブラシ、スリッパ、浴衣等の用意は
ございませんので予めご用意ください。

○改修工事に関して
　弊社では、ホテルより前もって得た情報はお客様にご案内しておりますが、工
事の期間や規模については変更する場合がございます。また予告なく改修工
事を行う場合があり、改修中であっても通常通り営業することが多くござい
ますので予めご了承ください。

○ヨーロッパ及びアラブ首長国連邦滞在のお客様へ
　ヨーロッパ及びアラブ首長国連邦に宿泊する旅行者を対象に「宿泊税（滞在
税）」が課税されます。旅行代金とは別に現地にてチェックアウト時にお支払
いいただきます。詳しくはご出発前にお渡しする案内書面をご覧ください。

 ●観光・送迎について
○観光内容の変更
　施設の突然の休館、祝祭日、天候、交通事情、修復作業、ストライキにより観光
箇所の変更、または実施日が変更となる場合がございます。またそれにより自
由行動時間に影響が出てくる場合がございます。

○金曜、日曜、祝祭日の注意
　アメリカ・中南米・ヨーロッパ・中近東・アフリカの各都市では金曜日又は日曜
日には多くの商店が閉店となり、祝祭日には併せて美術館なども閉館となる
ことがあります。さらに公共交通機関などに影響がでる場合もあります。立
ち寄りや見学をご希望の施設などがある場合は予めご確認の上お申し込み
ください。

○美術館、博物館、教会、寺院などについて
　展示物は入れ替え、又は他への出展中となる場合がございます。教会、寺院は
ミサ等の為、外観のみの見学となったり、内部でのご説明ができない場合が
ございます。

○送迎について
　当社では1名様につきスーツケース１つと手荷物１つを想定した上で送迎車
や専用車を用意しており、それを超えない範囲のお荷物でのご参加をお願い
いたします。

○その他
　観光、自由行動では石畳の道や美術館内を歩くことが多くあります。そのため、
スニーカーや履き慣れた平底の靴など滑りにくく、歩き易い靴をご用意くださ
い。また、寺院などの観光の際、ノースリーブやミニスカート、短パンなど、肌の
露出度の高い服装での入場ができない場合があります。予めご注意ください。
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 ●お買い物について
●観光中や送迎中、お土産店などに立ち寄る場合がございます。弊社ではお店の選
定には万全を期しておりますが、購入する際はお客様ご自身の責任でご購入いた
だき、品物を受け取る際には必ず中身をご確認いただく様お願いします。

●ワシントン条約により日本への持込が禁止されている品物がございます。ご購
入の際には十分にご注意ください。

○ヨーロッパ内免税払い戻し手続きについて
●手続きについては、現地各小売店・空港において手続き方法を各自ご確認のう
え、お客様個人の責任において行っていただきます。
●EU諸国（欧州）にて、個人の所有を目的として品物を購入し、未使用の状態に
て持ち出しをする場合、所定の手続により免税分の払い戻しを受けることがで
きます。購入品最少限度額・免税指定小売店等の制限がございます。
●手続きに際して、ご購入品の現物が必要となります。機内預け品とせず、必ず
手荷物としてお手元にご用意ください。

●空港での混雑や乗り継ぎ時間等の諸事情により免税払い戻し手続きができな
い場合があります。予めご了承ください。

 ●お食事について
●旅行代金には各コースの日程表に明示した食事の代金、税、サービス料が含ま
れます。但し個人的に注文された飲み物や料理、及びその税金やチップはお客
様の負担になりますのでご注意ください。

●各コースに明示した食事回数には機内食は含まれておりません。

 ●オプショナルツアーについて
●「オプショナルツアー」の旅行形態は「手配旅行契約」となり、当社は手配代行者
となります。（一部コース除く）各ツアーは運行事業者が所在する国（州）または
地域の法律に基づいて実施するものであり当社の旅行条件は適用されません。
取消料など各種詳細旅行条件は運行事業者が定めたものが適用となります。

●オプショナルツアー代金は当社の定めるレートにて換算し、日本円でお支払い
いただきます。

 ●添乗員および現地係員について
●添乗員は旅程管理に万全を尽くすため、お客様と同行させていただきます。
なお、労働基準法の定めからも勤務中、一定の休憩時間を適宜取得させることが
必要ですので、お客様各位のご理解とご高配を賜りたくお願い申し上げます。

●添乗員が現地にて合流・解散するコースでは各都市毎に現地係員が空港～
ホテル、駅間の送迎、移動をご案内致します。（一部コース除く）
●自由行動中及び夜間のご用命は、添乗員または現地オフィスまたは夜間緊急連
絡先にご連絡いただく事となります。

●空港等では現地係員の入場できる場所が限定されている関係上、添乗員が現
地にて合流・解散するコースでは出入国手続き、通関手続き等はすべてお客様
ご自身にて行っていただきます。また他の便への乗り継ぎ手続き・搭乗手続き
もお客様ご自身で行っていただきます。なお、出入国手続き及び通関上のトラ
ブルに関する契約上の責任は原則として当社は負いません。

 ●お荷物について
●掲載コースにはホテル・空港・駅でのポーターサービスは含まれません。
　お客様ご自身でお荷物を運んでいただきます。

 ●忘れ物について 
●忘れ物をされるお客様が多発しておりますので、ホテル出発・オプショナルツ
アーの際などには忘れ物がないようにご注意ください。当社では忘れ物捜索、
回収及び発送の際等に掛かる通信費・回収費などの諸経費を忘れ物捜索手数
料として一律￥5,400(消費税込)を頂いております。また、忘れ物捜索に掛か
る手数料は捜索物、回収及び発送の有無に拘わらず請求させて頂きますので
予めご了承ください。尚、捜索物を日本へ送る際並びに日本からお客様宅へ送
る際に掛かる送料・梱包代金・保険料・関税は別途お客様のご負担とさせて頂き
ますので予めご了承ください。(保安上の理由により携帯電話の電池パックは郵
送することができません。予めご了承ください。)

 ●特別な配慮が必要なお客さまについて
●お客様の状況によっては、当初の手配内容に含まれていない特別な配慮、措置
が必要となる可能性があります。詳細は、「旅行条件書」の「５、申込条件」を確
認のうえ、特別な配慮・措置が必要となる可能性がある方は、ご相談をさせて
いただきますので、必ずお申し出下さい（有料の場合があります）。各コースに
よっては、観光地において手すりのない階段、石畳のある道路が多かったり、ま
た、長時間の徒歩による観光や、足元の悪い遺跡巡りなどが含まれるものがご
ざいます。お客様の身体の状態によっては、身体に大きな負担がかかり、介助が
必要となることが予想されるコースもございます。詳細については担当者へお
問い合わせください。�

 ●各種アレンジプランについて
●各種アレンジプランは当社が旅行企画・実施するプランです。基本の募集型企画
旅行部分に組み込まれ、全体としてひとつの募集型企画旅行として実施します。

●各種アレンジプランは基本コースとあわせてお申込みいただくプランとなり
ます。アレンジプランのみのお取り消しの場合も、基本コースを含めてご契約
いただいた募集型企画の旅行代金合計金額に対して、基本コースの出発日を
基準に取消料が生じます。

 ●追加手配について　
●お客様のご希望によりレストランなどの予約手配、専用車等の手配をお受け
いたします。この場合の旅行形態は手配旅行契約となります。当該手配の
手数料については実費とは別に所定の旅行業務取扱手数料がかかります。
また、お申し込み後の変更、取消についても旅行業務取扱手数料がかかりま
すのでご了承ください。

 ●旅行保険の加入
●ご旅行中の病気や事故、盗難などに備えて、必ず海外旅行保険に加入される
ことをお勧めいたします。

 ●旅行先の環境事情について
●旅行先に自然遺産や文化遺産に配慮した環境マナーや法規則があり、現地
でのゴミのポイ捨て等に対し、罰金を課す場合がございます。事前に現地の
環境事情をご確認頂きますようお願い申し上げます。

 ●海外安全情報・衛生情報
●渡航先（国、地域）によっては外務省「海外安全情報」など、安全関係の情
報が出されている場合がございます。詳しい情報は外務省海外安全相談セ
ンター音声サービス（TEL03-3580-3311）、または、外務省ホームページ�
https://www.anzen.mofa.go.jp/などでご確認ください。必ずご確認の
上、ご出発頂けますようお願い申し上げます。

●渡航先（国または地域）の衛生状況については、厚生労働省「海外渡航者の
ための感染症情報」ホームページでご確認ください。

　（URL:https://www.forth.go.jp/）
●旅行期間中、緊急事態発生など安全に関わる情報をメール等で受け取れる
外務省のシステム「たびレジ」への登録をおすすめします。

　（https://www.ezairyu.mofa.go.jp/tabireg/）

 ●燃油サーチャージについて
●旅行代金に燃油サーチャージは含まれておりません。�
別途お支払いが必要となります。�
燃油サーチャージは今後変更される可能性があり、増額になった場合は不足分
を追加徴収し、減額になった場合は過剰分を返金致します。金額はご出発の40
日前を目安に確定し、ご旅行代金とともにご出発前にお支払いいただきます。

 ●空港諸税について
●一部地域を除き、殆どの国ではその国の法律などにより渡航者個人に
対して空港税等（出入国税、空港施設利用料、税関審査料など）の支払いが義
務付けられています。

●旅行代金には空港税等は含まれておりません。航空券発券時に徴収すること
を義務付けられているもの（P4～6参照）については、旅行代金とは別に当
社にて代行受領させていただきます。

●空港諸税の新設、又は税額の変更があった場合、徴収額が変更になる場合があり
ます。但し、為替レートの変動による過不足が生じた場合は、後日精算いたしません。
●日本円徴収額はIATA公示レートを参考に算出しております。請求額は旅行の
前日から起算して40日前（コースにより異なる）の週の月曜日のレートを参考
に算出いたします（10円未満切り上げ）。それ以降の為替変動による追加徴
収、返金はいたしません。（2019年11月現在）

1ユーロ 約￥119.90 1韓国ウォン 約￥0.093
1USドル 約￥108.91 1中国元 約￥15.52
1英国ポンド 約￥139.90 1カナダドル 約￥82.19
1チェココルナ 約￥4.69 1台湾ドル 約￥3.57
1スイスフラン 約￥109.96 1ポーランドズロチ 約￥27.98
トルコリラ 約￥18.93 1オーストラリアドル 約￥74.45

1UAEディルハム 約￥29.66 1香港ドル 約￥13.91
1モロッコディルハム 約￥11.37 1エジプトポンド 約￥6.73
1ノルウェークローネ 約￥11.86 1ニュージーランドドル 約￥69.70
1デンマーククローナ 約￥16.05
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 ●航空券発券時に徴収することを義務付けられている空港諸税一覧（販売店でお支払い頂くもの）  （2019年11月現在）

国　名 税の名称 対　　象 都市（空港） 税額 日本円目安額 子供 幼児

日本

関西国際空港
施設使用料 国際線出発

＊＊＊ 大人：￥2,780　子供：￥1,390（ターミナル1） ＊＊＊ 対象 不要
＊＊＊ 大人：￥1,250　子供：￥1,250（ターミナル2） ＊＊＊ 対象 不要

関西国際空港
旅客保安サービス料 国際線出発 ＊＊＊ ￥320 ＊＊＊ 対象 不要

成田国際空港
施設使用料 国際線出発 ＊＊＊

大人：￥2,130（ターミナル1・2）
　　￥1,040（ターミナル3）
子供：￥1,070（ターミナル1・2）
　　￥520（ターミナル3）

＊＊＊ 対象 不要

成田国際空港
保安旅客サービス料 国際線出発 ＊＊＊ ￥530 ＊＊＊ 対象 不要

成田国際空港
施設使用料 国内線出発・到着 ＊＊＊

大人：￥450（ターミナル1・2）
　　￥390（ターミナル3）
子供：￥220（ターミナル1・2）
　　￥190（ターミナル3）

＊＊＊ 対象 不要

羽田空港
施設使用料 国際線出発 ＊＊＊ 大人：￥2,610　子供：￥1,300 ＊＊＊ 対象 不要

羽田空港
旅客保安サービス料 国際線出発 ＊＊＊ ￥100 ＊＊＊ 対象 不要

羽田空港
施設使用料 国内線出発・到着 ＊＊＊ 大人：￥290　子供：￥140 ＊＊＊ 対象 不要

国際観光旅客税 国際線出発 全ての空港 大人：￥1,000　子供：￥1,000 ＊＊＊ 対象 不要

イタリア

搭乗税

国際線（ＥＵ行き）/国内線出発
ローマ（フィウミチーノ） 17.10ユーロ ￥2,060 対象 不要

ミラノ（リナーテ/マルペンサ） 14.29ユーロ ￥1,720 対象 不要
ベネチア 11.11ユーロ ￥1,340 対象 不要

国際線出発（ＥＵ以外行き）
ローマ（フィウミチーノ） 27.58ユーロ ￥3,310 対象 不要

ミラノ（リナーテ/マルペンサ） 17.14ユーロ ￥2,060 対象 不要
ベネチア 13.33ユーロ ￥1,600 対象 不要

保安料 国際線/国内線出発
ローマ 3.20ユーロ ￥390 対象 不要

ミラノ（リナーテ/マルペンサ） 2.48ユーロ ￥300 対象 不要
ベネチア 4.26ユーロ ￥520 対象 不要

荷物保安料 国際線/国内線出発
ローマ 2.46ユーロ ￥300 対象 不要

ベネチア 1.28ユーロ ￥160 対象 不要

旅客サービス料 国際線/国内線出発

ローマ（フィウミチーノ） 0.96ユーロ ￥120 対象 不要
ミラノ（マルペンサ） 0.89ユーロ ￥110 対象 不要
ミラノ（リナーテ） 1.30ユーロ ￥160 対象 不要

ベネチア 0.87ユーロ ￥110 対象 不要
カウンシルシティ

タックス 国際線/国内線出発
ローマ 7.50ユーロ ￥900 対象 不要

ローマ以外の各都市 6.50ユーロ ￥780 対象 不要

イギリス

航空旅客税

国際線（ＥＵ等2,000マイル以内）／国内線出発
エコノミークラス ＊＊＊ 13.00英国ポンド ￥1,820 不要 不要

国際線（ＥＵ等2,000マイル以内）／国内線出発
プレミアムエコノミークラス以上 ＊＊＊ 26.00英国ポンド ￥3,640 不要 不要

国際線（日本等2,000マイルを超える距離）
エコノミークラス ＊＊＊ 80.00英国ポンド ￥11,200 不要 不要

国際線（日本等2,000マイルを超える距離）
プレミアムエコノミークラス以上 ＊＊＊ 176.00英国ポンド ￥24,630 不要 不要

旅客サービス料

国際線
（ヨーロッパ行き）出発 ロンドン（ヒースロー） 20.64英国ポンド ￥2,890 対象 不要

国際線
（ヨーロッパ以外行き）出発 ロンドン（ヒースロー） 48.66英国ポンド ￥6,810 対象 不要

国内線(イギリス国内行き)出発 ロンドン（ヒースロー） 16.34英国ポンド ￥2,290 対象 不要

国際線出発
エジンバラ

2020年1/1～2/29 15.02英国ポンド ￥2,110 対象 不要
2020年3/1～31 16.02英国ポンド ￥2,250 対象 不要
2020年4/1～5/31 17.52英国ポンド ￥2,460 対象 不要
2020年6/1～9/30 20.02英国ポンド ￥2,810 対象 不要
2020年10/1～31 17.52英国ポンド ￥2,460 対象 不要
2020年11/1～ 16.02英国ポンド ￥2,250 対象 不要

国内線出発 15.31英国ポンド ￥2,150 対象 不要
国際線/国内線出発 マンチェスター 20.60英国ポンド ￥2,890 対象 不要

エジプト
出国税 国際線出発

カイロ US$25.00 ￥2,730 対象 対象
その他空港 US$25.00 ￥2,730 対象 対象

出国サービス料 国際線出発 ＊＊＊ 50.00エジプトポンド ￥340 対象 対象
サービス料 国際線/国内線出発 カイロ/ルクソール US$2.00 ￥220 対象 不要

エストニア 旅客サービス料 国際線出発 タリン 7.03ユーロ ￥ 850 対象 不要

オーストリア

旅客保安料 国際線/国内線出発・乗継 ウィーン 8.46ユーロ ￥ 1,020 対象 不要
空港サービス料 国際線/国内線出発・乗継 ウィーン 18.82ユーロ ￥ 2,260 対象 不要

空港輸送税

国際線（ヨーロッパ行き）/国内線出発・乗継 ウィーン 3.50ユーロ ￥ 420 対象 不要

国際線
（カタール・アラブ首長国連邦など）出発 ウィーン 7.50ユーロ ￥ 900 対象 不要

国際線（日本など）出発 ウィーン 17.50ユーロ ￥ 2,100 対象 不要
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国　名 税の名称 対　　象 都市（空港） 税額 日本円目安額 子供 幼児

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 15.26ユーロ ￥ 1,830 対象 不要
国際線/国内線乗継（24時間以内） アムステルダム 6.93ユーロ ￥ 840 対象 不要

空港保安料
国際線/国内線出発 アムステルダム 12.61ユーロ ￥ 1,520 対象 不要

国際線/国内線乗継（24時間以内） アムステルダム 7.06ユーロ ￥ 850 対象 不要

ギリシャ

航空旅客税
ＥＵ内/国内線出発 ＊＊＊ 12.00ユーロ ￥ 1,440 対象 不要

国際線出発(ＥＵ以外行き) ＊＊＊ 12.00ユーロ ￥ 1,440 対象 不要

旅客保安料
国際線出発 アテネ 5.00ユーロ ￥ 600 対象 不要
国内線出発 アテネ 6.20ユーロ ￥ 750 対象 不要

ターミナル施設
使用料

国際線出発（シェンゲン条約非加盟国行き） ＊＊＊ 15.99ユーロ ￥ 1,920 対象 不要
国内線出発

（イカリア島・アスティピパライアー島・
レロス・ミロス・スキロス行き）

＊＊＊ 15.74ユーロ ￥ 1,890 対象 不要

国内線出発(上記以外) ＊＊＊ 15.74ユーロ ￥ 1,890 対象 不要
旅客料 国内線 ミコノス 0.69ユーロ ￥ 90 対象 対象

クロアチア
空港税 国際線（一部国内線）出発

ザグレブ 28.80ユーロ ￥ 3,460 対象 不要
ドブロブニク 17.25ユーロ ￥ 2,070 対象 不要

付加価値税 国際線（一部国内線）出発 ＊＊＊ 1.37ユーロ ￥ 170 対象 不要

スイス 保安税・騒音税 国際線/国内線出発
チューリッヒ 35.00スイスフラン ￥ 3,850 対象 不要
ジュネーブ 26.70スイスフラン ￥ 2,940 対象 不要

スペイン

保安税 国際線/国内線出発（スペイン本土行き） スペイン本土 3.85ユーロ ￥ 470 対象 対象

空港サービス料

国際線出発（ＥＥＡ諸国行き）
マドリード 15.40ユーロ ￥ 1,850 対象 対象

バルセロナ 14.37ユーロ ￥ 1,730 対象 対象

国際線出発（ＥＥＡ諸国以外行き）
マドリード 21.51ユーロ ￥ 2,580 対象 対象

バルセロナ 17.44ユーロ ￥ 2,100 対象 対象

国際線/国内線出発（バレアス諸島行き）
マドリード 16.09ユーロ ￥ 1,930 対象 対象

バルセロナ 15.02ユーロ ￥ 1,810 対象 対象

航空保険料
国際線出発 ＊＊＊ 0.61ユーロ ￥ 80 対象 対象
国内線出発 ＊＊＊ 0.67ユーロ ￥ 90 対象 対象

スロベニア
保安料 国際線 リュブリャナ 5.29ユーロ ￥ 640 対象 対象

旅客サービス料 国際線 リュブリャナ 18.75ユーロ ￥ 2,250 対象 対象
チェコ 出国税 国際線/国内線出発 プラハ 571.00チェココルナ ￥ 2,680 対象 不要

デンマーク 旅客サービス料 国際線出発 コペンハーゲン 163.00デンマーク
クローネ ￥ 2,620 対象 不要

ドイツ

保安税 国際線/国内線
（国際線航空券に含まれる国内線）出発

フランクフルト 9.50ユーロ ￥ 1,140 対象 不要
ミュンヘン 7.51ユーロ ￥ 910 対象 不要

航空輸送税
国内線/国際線出発（ＥＵ行き/ヨーロッパ行き） ＊＊＊ 13.03ユーロ ￥ 1,570 対象 不要

国際線出発（カタール・UAEなど行き） ＊＊＊ 33.01ユーロ ￥ 3,960 対象 不要
国際線出発（日本・中国・韓国など行き） ＊＊＊ 59.43ユーロ ￥ 7,130 対象 不要

旅客サービス料

国内線/国際線出発（ＥＵ行き） フランクフルト 26.59ユーロ ￥ 3,190 対象 不要
国際線出発（ＥＵ以外のヨーロッパ行き） フランクフルト 31.27ユーロ ￥ 3,750 対象 不要

国際線出発（ヨーロッパ以外行き） フランクフルト 33.59ユーロ ￥ 4,030 対象 不要
国際線/国内線乗継 フランクフルト 21.36ユーロ ￥ 2,570 対象 不要

国内線/国際線出発（ＥＵ行き） ミュンヘン 21.86ユーロ ￥ 2,630 対象 不要
国際線出発（ＥＵ以外のヨーロッパ行き） ミュンヘン 23.07ユーロ ￥ 2,770 対象 不要

国際線出発（ヨーロッパ以外行き） ミュンヘン 23.07ユーロ ￥ 2,770 対象 不要
国際線/国内線乗継（EU加盟国行き） ミュンヘン 15.51ユーロ ￥ 1,860 対象 不要

国際線/国内線乗継（非EU加盟国行き） ミュンヘン 15.93ユーロ ￥ 1,910 対象 不要

ノルウェー 旅客サービス料 国際線出発 オスロ 108.00ノルウェー
クローネ ￥ 1,290 対象 不要

ハンガリー
空港税 国際線出発 ブダペスト 26.17ユーロ ￥ 3,140 対象 不要
保安税 国際線出発 ブダペスト 4.10ユーロ ￥ 500 対象 不要

フィンランド

旅客サービス料

国際線出発
ヘルシンキ/ロバニエミ 8.88ユーロ ￥ 1,070 対象 不要

上記以外各都市 8.88ユーロ ￥ 1,070 対象 不要
国際線乗継 ＊＊＊ 4.38ユーロ ￥ 530 対象 不要

国内線出発
ヘルシンキ/ロバニエミ 8.88ユーロ ￥ 1,070 対象 不要

上記以外各都市 8.88ユーロ ￥ 1,070 対象 不要
通行料 国内線→国際線への乗継 ＊＊＊ 4.38ユーロ ￥ 530 対象 不要
保安料 国際線/国内線出発 ＊＊＊ 4.88ユーロ ￥ 590 対象 不要

運輸管理税 国際線/国内線出発 ＊＊＊ 1.00ユーロ ￥ 120 対象 不要

フランス

旅客サービス料

国内線/国際線出発（シェンゲン加盟国EU行き） パリ（シャルルドゴール) 11.94ユーロ ￥ 1,440 対象 不要
国際線出発（EU以外行き） パリ（シャルルドゴール） 28.75ユーロ ￥ 3,450 対象 不要

国内線/国際線乗継（シェンゲン加盟国EU行き） パリ（シャルルドゴール） 10.74ユーロ ￥ 1,290 対象 不要
国際線乗継（上記以外のＥＵ行き） パリ（シャルルドゴール） 11.29ユーロ ￥ 1,360 対象 不要

国際線乗継（EU以外行き） パリ（シャルルドゴール） 19.34ユーロ ￥ 2,320 対象 不要

民間航空税
国際線出発 ＊＊＊ 8.24ユーロ ￥ 990 対象 不要

ＥＵ内/国内線出発 ＊＊＊ 4.58ユーロ ￥ 550 対象 不要

空港税
国際線/国内線出発 パリ（シャルルドゴール） 11.70ユーロ ￥ 1,410 対象 不要
国際線/国内線乗継 パリ（シャルルドゴール） 4.68ユーロ ￥ 570 対象 不要

国際連帯税

ＥＵ内/国内線出発　エコノミークラス ＊＊＊ 1.13ユーロ ￥ 140 対象 不要
ＥＵ内/国内線出発　ビジネスクラス以上 ＊＊＊ 11.27ユーロ ￥ 1,360 対象 不要

国際線出発　エコノミークラス ＊＊＊ 4.51ユーロ ￥ 550 対象 不要
国際線出発　ビジネスクラス以上 ＊＊＊ 45.07ユーロ ￥ 5,410 対象 不要
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国　名 税の名称 対　　象 都市（空港） 税額 日本円目安額 子供 幼児
ベルギー 旅客サービス料 国際線出発 ブリュッセル 30.78ユーロ ￥ 3,700 対象 不要

ポーランド
空港税 国際線出発 ワルシャワ 60.00ポーランド

ズロチ ￥ 1,680 対象 不要

旅客サービス料 国際線/国内線出発 ワルシャワ 0.79ポーランド
ズロチ ￥ 30 対象 不要

ポルトガル
保安税

国際線/国内線出発（シェンゲン加盟国行き） リスボン 3.47ユーロ ￥ 420 対象 不要
シェンゲン非加盟国EU加盟国行き出発 リスボン 5.14ユーロ ￥ 620 対象 不要

その他国際線出発 リスボン 8.15ユーロ ￥ 980 対象 不要

旅客サービス料 国際線/国内線出発(シェンゲン加盟国行き） リスボン 11.65ユーロ ￥ 1,400 対象 不要
シェンゲン非加盟国 リスボン 20.17ユーロ ￥ 2,420 対象 不要

マルタ 保安税 国際線出発 ＊＊＊ 2.19ユーロ ￥ 270 対象 不要
旅客サービス料 国際線出発 ＊＊＊ 16.54ユーロ ￥ 1,990 対象 不要

ラトビア 旅客保安料 国際線/国内線出発 リガ 3.48ユーロ ￥ 420 対象 不要
保安料 国際線/国内線出発 リガ 6.50ユーロ ￥ 780 対象 不要

リトアニア 旅客サービス料 国際線/国内線出発 ビリニュス 0.11ユーロ ￥ 20 対象 不要
空港税 国際線出発 ビリニュス 8.03ユーロ ￥ 970 対象 不要

ロシア 空港使用料 国際線到着/出発

モスクワ
（シェレメチヴォ空港・ターミナルB/C） US$10.28 ￥ 1,120 対象 不要

モスクワ
（シェレメチヴォ空港/ターミナルE/F） US$12.82 ￥ 1,400 対象 不要

モスクワ
（シェレメチヴォ空港・ターミナルＤ） US$17.72 ￥ 1,930 対象 不要

モスクワ（ドモジェドボ空港） US$10.94 ￥ 1,220 対象 不要
国際線到着/出発 サンクトペテルブルク US$14.10 ￥ 1,540 対象 不要

保安料 国際線出発 サンクトペテルブルク US$6.87 ￥ 750 対象 不要

アラブ
首長国連邦

旅客サービス料 国際線出発・乗継 ドバイ 75.00UAE
ディルハム ￥ 2,230 対象 不要

保安料 国際線出発・乗継 ドバイ 5.00UAE
ディルハム ￥ 150 対象 不要

航空旅客税 国際線到着時 ＊＊＊ 5.00UAE
ディルハム ￥ 150 対象 不要

空港使用料 国際線出発時 ドバイ/アブダビ 35.00UAE
ディルハム ￥ 1,040 対象 不要

トルコ 旅客サービス料 国際線出発 イスタンブール 20.00ユーロ ￥ 2,400 対象 不要
国際線⇔国際線乗継 イスタンブール 5.00ユーロ ￥ 600 対象 不要

空港サービス料 国内線出発・乗継 イスタンブール・アンカラ 3.00ユーロ ￥ 360 対象 不要

モロッコ

保安税 国際線出発 カサブランカ 48.00モロッコ
ディルハム ￥ 550 対象 不要

旅客サービス料
国際線出発（ヨーロッパ・アフリカ行き） カサブランカ 134.00モロッコ

ディルハム ￥ 1,530 対象 不要

国際線出発（上記以外） カサブランカ 204.00モロッコ
ディルハム ￥ 2,330 対象 不要

アメリカ

国際通行税 国際線出発/到着 ＊＊＊ US$18.90 ￥ 2,060 対象 対象
動植物検疫

使用料 国際線到着 ＊＊＊ US$3.96 ￥ 440 対象 対象

入国審査料 国際線到着 ＊＊＊ US$7.00 ￥ 770 対象 対象
税関審査料 国際線到着 ＊＊＊ US$5.77 ￥ 630 対象 対象

保安サービス料 国際/国内線搭乗ごと ＊＊＊ US$5.60 ￥ 610 対象 対象
空港施設使用料 国際線/国内線出発 ＊＊＊ US$4.50 ￥ 500 対象 不要

カナダ

航空旅客保安料 国際線出発 ＊＊＊ CA$25.91 ￥ 2,130 対象 不要

空港改善料

国際線/国内線出発（下記以外の地点行き） バンクーバー CA$20.00 ￥ 1,650 対象 不要
国内線出発（BC州/ユーコン準州行き） CA$5.00 ￥ 420 対象 不要

国際線/国内線出発
トロント

CA$25.00 ￥ 2,060 対象 不要
国際線/国内線乗継

（国内線及び米国へ4時間以内の乗継） CA$4.00 ￥ 330 対象 不要

国際線/国内線出発 カルガリー CA$30.00 ￥ 2,470 対象 不要
国際線/国内線出発 ケベックシティ CA$35.00 ￥ 2,880 対象 不要
国際線/国内線出発 モントリオール CA$30.00 ￥ 2,470 対象 不要
国際線/国内線出発 シャーロットタウン CA$20.00 ￥ 1,650 対象 不要
国際線/国内線出発 ビクトリア CA$15.00 ￥ 1,240 対象 不要

オーストラリア
出国料 国際線出発 ＊＊＊ AU$60.00 ￥ 4,470 不要 不要
国際線

旅客サービス料 国際線出発/到着 シドニー AU$32.22 ￥ 2,400 対象 不要
ケアンズ AU$25.97 ￥ 1,940 対象 不要

ニュージーランド
航空旅客保安料 国際線出発 ＊＊＊ NZ$11.85 ￥ 830 対象 不要
旅客サービス料 国際線出発 オークランド NZ$17.15 ￥ 1,200 対象 不要

税関審査料 国際線出発 オークランド NZ$17.17 ￥ 1,200 対象 不要

香港 空港建設費

国際線出発 長距離路線
（欧米/南西太平洋補助地区/

南アジア亜大陸補助地区/
ウラル以東のロシア）エコノミークラス

＊＊＊ HK$160.00 ￥ 2,230 対象 対象

国際線出発　短距離路線　エコノミークラス ＊＊＊ HK$90.00 ￥ 1,260 対象 対象
空港保安料 国際線出発 ＊＊＊ HK$45.00 ￥ 630 対象 対象

韓国 出国税 国際線乗継 ソウル 10000.00ウォン ￥ 940 対象 不要

台湾 空港サービス
チャージ 国際線出発 ＊＊＊ 500台湾$ ￥ 1,790 対象 不要

中国 空港税 国際線出発 ＊＊＊ 90.00中国元 ￥ 1,400 不要 不要

ウズベキスタン 出発税 国際線出発 ＊＊＊ 15.00ユーロ ￥ 1,800 不要 不要
国内線出発 ＊＊＊ 2.00ユーロ ￥ 240 不要 不要

保安料 国際線出発 ＊＊＊ 10.00ユーロ ￥ 1,200 不要 不要
キルギス 出発税 空港改善料 ＊＊＊ US$15.00 ￥ 1,640 不要 不要

トルクメニスタン 出発税 国際線出発 ＊＊＊ US$34.45 ￥ 3,760 不要 不要

    ※ルフトハンザ�ドイツ航空、カタール航空、エールフランス航空、KLMオランダ航空、ブリティッシュエアウェイズをご利用の場合、ツアー代金とは別に�
「自動システム利用料」のお支払いが必要となります。料金はご予約時にご確認ください。
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